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会 議 録 

 

１．開催状況 

（１）会議名  平成２２年度 木更津市介護保険運営協議会（第１回） 

（２）日 時  平成２２年６月２４日（木）午後１時２５分から午後５時まで 

（３）議 題  ①地域密着型サービス事業所部会の委員の指名及び部会長の選出について 

        ②平成２１年度介護保険事業の報告について 

        ③地域密着型サービス申出事業者の審査 

        ④その他 

（４）場 所  木更津市役所 ４階 会議室 

（５）出席者  委員：大村富良委員、橋爪洋平委員、長谷部猛委員、山口仁委員、松葉義勝委

員、飯塚ゆう子委員、隈元志豊委員、山田初子委員、石井志郎委員、露

嵜伸哉委員、江口一広委員、泉田季克委員、牛川芳隆委員、尾上一美委

員 

（出席１４名） 

          （欠席）池田利一委員、林眞理子委員 

事務局：加藤福祉部長、山口高齢者福祉課長、加藤副課長、田中副主幹、 

對馬事務員 

（６）傍聴者  ０人 

 

２．会議概要 

 ・委嘱状交付（松葉委員・泉田委員） 

 ・加藤福祉部長あいさつ 

 ・橋爪会長あいさつ 

事務局：定刻となりましたので、ただいまより介護保険運営協議会を開催させていただきます。

本日は、皆様方には大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。会議に

入るまでの間、私が進行をさせていただきますのでご了承をお願いいたします。 

  はじめに、ご報告申し上げます。老人クラブ連合会より選出されていました鈴木委員から平

成２２年４月１３日に辞任願いが提出され、新たに松葉義勝様が選出されました。 

また、木更津市社会福祉協議会より選出されていました冨居委員から 平成２２年４月１日に

辞職願いが提出され、新たに泉田季克様の推薦がありましたので、ここで、お二人に福祉部長

より委嘱状を交付させていただきます。 

・委嘱状交付（松葉委員・泉田委員） 

事務局：ここで、福祉部長の加藤より、ご挨拶を申し上げます。 

部長：福祉部長の加藤でございます。今年４月に前任の金綱に代わり、着任いたしました。よろ

しくお願いいたします。委員の皆様には、公私共にご多忙にも関わらず、ご出席を賜り誠にあ

りがとうございます。 

本日は、ご案内のとおり３つの案件について、ご審議いただくこととなっております。この
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うち地域密着型サービス申出事業者の審査については、プロポーザル方式で委員の皆様の審査

により、選出をいただくものであります。 

県が指定・認可をする広域型特別養護老人ホームとは違い、地域密着型サービスは市が指

定・認可をすることとなっており、事業者には本市の地域性に沿った整備を求めることができ

ます。 

   委員の皆様におかれましては、第４期介護保険事業がより充実した制度として、安定して

継続ができるよう、ご支援・ご協力をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきま

す。 

事務局：次に、橋爪会長よりご挨拶をお願いします。 

 会長：ただいまご紹介いただきました会長の橋爪です。委員の皆様におかれましては、お忙し

いところ介護保険運営協議会にご出席いただき誠にありがとうございます。 

本日は 事務局から平成２１年度の介護保険事業の報告を願い、また、市が指定する地域

密着型介護サービス事業者募集に応募された事業者の審査を行います。 

地域密着型サービスは、市民のみが利用できる特徴を持ち、介護が必要になっても、住み

慣れた地域で安心して生活していけるように整備されるサービスであります。 

   ４月に行われた公募に対して、サービスによっては、応募事業者が複数あり、審査をする本

運営協議会の責務は重いものがあります。委員の皆様には、すでにお手元に配布された審査

資料を基に、事業者の提案を慎重に審査し、本運営協議会の決定を市長に報告したいと思い

ます。 

本日は、長時間の会議となりますが、本日の審議につきまして、ご協力をお願いいたしまし

て私の挨拶といたします。 

事務局：それでは、会議に入りたいと思います。なお、これよりの会議内容は、後日、会議録

を作成し木更津市ホームページに掲載する都合上、録音をさせていただきますことをご承知

おきください。 

それでは、附属機関設置条例 第６条第１項の規定により「会長が会議の議長となる」と

定められておりますので、これに従って橋爪会長に議長をお願いします。よろしくお願いい

たします。 

議長（会長）：附属機関設置条例の規定によりまして、会長が議長を務めることになっておりま

すので、ここからは私が進行役を務めてまいります。 

本日、池田利一委員、林真理子委員より欠席の連絡がありましたのでご報告いたします。従

いまして、本日の出席委員は１４名であります。過半数を超えているので会議は成立しました。 

 

（１） 地域密着型サービス事業所部会の委員の指名及び部会長の選出について 

議長：それでは議題に入ります。「地域密着型サービス事業所部会の委員の指名及び部会長の選

出について」ですが、平成２１年度第１回のこの運営協議会で、地域密着型サービス事業所部

会の委員及び部会長として、冨居委員を選出いたしましたが、冨居委員が辞任されましたので、

改めて選出をいたします。 

委員の皆様にお諮りいたします。選出については、後任として委嘱されました泉田委員に委
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員と部会長をお願いしたいと思いますが、ご承認いただけますでしょうか。 

  （「異議なし」という声あり） 

議長：それでは、ご承認いただけたものとし、泉田委員、よろしくお願いします。 

（２） 平成２１年度介護保険事業の報告について 

議長：次に、平成２１年度介護保険事業の報告についてです。事務局の説明をお願いします。 

事務局：それでは、平成２１年度介護保険事業について、お手元の資料を見ながら報告させて

いただきます。資料の１ページをお開きください。 

認定審査会における審査結果ですが、１年間の介護認定審査会における各介護度別の数字

を乗せております。このなかで平成２１年度は、４，０７３件と出ておりますが、２１年度

の特徴として、非該当が７７件あり、特別数字が増えております。平成２１年４月から９月

までの申請については、認定調査の方法が変更になり、新規申請の方が比較的軽度に判定さ

れたため、非該当の件数が増加しています。これは全国的な傾向であったため、１０月１日

申請分から見直しがされました。 

２ページをお開きください。平成１８年から２２年までの各年４月１日付けの人口推移で

あり、人口および６５歳以上の人口、高齢化率です。年々上昇しており、平成２２年４月１

日現在、高齢者率は２１．８８％、２２％弱です。２１％以上は超高齢社会であると言われ

ています。団塊の世代が６５歳を迎える２０１５年にはさらに高い高齢化率を示すものと思

われます。 

次の３ページでは、認定を受けた人の１ヶ月あたりのサービス利用の人数とそれにかかる費

用を示してあります。 

裏面４ページでは施設別の利用状況を示しておりますが、在宅介護と施設介護の費用を比較

しますと、施設サービスが利用者は少なくても、費用はかかることがわかります。 

平成２３年度までの第４期介護保険事業計画では、広域型特別養護老人ホーム２５０床を

建設予定であり、平成２２年度事業としては、９０床を鎌足地区に建設予定ということで、

現在は千葉県と協議中でございますが、このように、施設が増加することは、給付費が上昇

してしまうことが予測され、それを賄うための介護保険料も増加していくことになります。 

    次の５ページでは 、介護保険制度が始まってからの事業費をお示ししてございます。今年

度の事業費は約６０億円を想定していますので、介護保険制度の始まった平成１２年度の計

画費と比較しますと倍増となっております。 

     以上簡単ですが、２１年度事業のご報告をさせていただきました。 

議長：ただいまの事務局からの説明がありました。何かご質問等ありますか。 

   （質疑無し） 

 

（３）地域密着型サービス申出事業者の審査 

 議長：次に、地域密着型サービス申出事業者の審査を行います。この案件については、私も審

査に加わりますので、ここで議事進行を交替します。 

     （事務局が議事進行を交代する） 
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■認知症対応型通所介護 

 

 事務局：それでは、事務局で議事を進めます。プロポーザルの方法を確認のため、簡単に説明

をいたします。すでにご案内のとおり、応募事業者から１０分のプレゼンテーションを行い、

その後５分で委員からの質問を受け付けます。 

   委員の皆様には、地域密着型のサービス事業ごとに、採点をお願いします。採点は、サー

ビス事業ごとに回収をします。採点にあたっては、事業者からの資料を配布したときに、採

点の基準などをお示ししてありますので、それを参考にして採点してください。 

   それでは、最初に認知症対応型通所介護、認知症のデイサービスの審査となります。これ

は、１法人のみ、社会福祉法人天祐会が申込みをしておりますので、天祐会から説明をお願

いします。 

 

◆社会福祉法人天祐会 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：職員が６名で１２名を介護するのだが、朝来て帰るまでいろいろあるが、運転手はいるの

ですか。 

天祐会：運転手は介護職員でなくて、用務員が行うことになります。 

委員：これが基準の人数だと思うが６名で足りますか。 

天祐会：もちろん、パートさんを時間帯で増やすことは考えるが、最初から多くの人数を示すこ

とはできないのでこの数字で出しました。 

委員：設備について伺います。スプリンクラーを設置すると書いてあるが、スプリンクラーの水

はどのようなものを使うのでしょうか。 

天祐会：上水道を使う予定です。 

委員：スプリンクラーの電源は。 

天祐会：通常電源と非常用電源を用意します。非常用には自家発電器を用意します。 

委員：水槽が、水のことが気になるが、スプリンクラーが運転したけど水がなかったということ

にはなりませんか。 

天祐会：それは、建築段階で設計が消防とやり取りしてきちんと対応できます。また、水に関し

てはここに地下水を掘る予定もあります。 

委員：電源は自家発電を使うということだが、一般の発電は自家用ですか。 

天祐会：一般は東京電力から共有します。非常災害時においては自家発電です。 

委員：建物は絵を見るとプレハブ的な建物のようだが。空調などは整備されるのですか。 

天祐会：プレハブではありません。木造建築で、柱を建て、壁はサイディングで、断熱材も入れ

ます。今建っている学童保育の部分は、入札で地元の業者にやってもらっているが、次のとき

もきちんと木造平屋建てで建設します。プレハブではありません。 

委員：廊下に防炎シャッターなどは設備するのですか。 

天祐会：木造平屋建てなので、消防法でいくと準耐火でなくてもよいことになっております。そ
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の分建築費が安く押さえられることになっています。お年寄りが使うにあたり、木造建築が良

いと考えています。 

委員：避難経路はどうなっているますか。 

天祐会：この図面であるようにすべて吐き出しのエントランスがあるので、デイサービスに関し

ては問題ないと考えています。また、各居室についても吐き出しがあるので、そのまま外に避

難できると考えています。 

委員：認知症対応型ということだが、通常のデイサービスの施設と比べて何か特別に考慮した違

うところがありますか。 

天祐会：認知症の対応にたけた職員を配置しようと考えています。私どもの法人の姉妹法人で新

祐会という法人が木更津市万石で万石苑というデイサービスをやっていますが、そこに認知症

の方が通ってきているので、そこでの認知症経験のある職員をあてていきたいと思います。 

委員：施設の建物的に特別な機材があるとか、作りをしているとか。通常と変らないのですか。 

天祐会：建物的には小規模特養などは、外に出なくても散歩できるような作りにしたりしていま

す。実際には外で出ていただくことも大切だと考えています。また、鍵をかけないケアを実践

しています。もしかすると、利用者が外に出てしまって地域の方にいろいろご心配をおかけす

ることになるかもしれませんが、私どもとしては、地域と一緒になって高齢者を見守っていこ

う、できるだけご自宅でできるだけ過ごしてもらおうというのが認知症デイサービスであり、

そのあとが認知症グループホームなり、小規模特養と考えています。 

＜採点・回収＞ 

委員：市の考えを聞きたいが、この場所に建てていいということで進んでいるのですか。 

課長：そうです。一応、公募のときに日常生活圏域を指定して募集しました。それをクリアして

います。 

委員：地域の指定にあたっては、地域密着なので、地域の人口なども考慮してると思うが。 

課長：それも考慮しています。 

 

 

■認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 

事務局：グループホームの申込みは、NPO法人ピースケア、医療法人同仁会、社会福祉法人天祐

会と３者から申込みがありました。今回、大村委員ですが、医療法人同仁会のグループホーム

の建設予定地と関係があるとの申し出がありましたので、グループホームの採点には加わらな

いということになりましたのでご承知ください。 

それでは、NPO法人ピースケアから１０分間の説明を求めます。 

 

◆ＮＰＯ法人ピースケア 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：財源確保と採算性について、具体的に数字がどうなっているか説明願います。あとは、自
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動消火設備について、まったく書いていなので考え方を説明願います。 

ピースケア：資金面ですが、今のところは NPOとか大地の家とかを関係なく、自己資金というこ

とで出します。自動消火設備ですが、私自身が資格を取っているので今年度中に今の運営して

いるところの整備ができます。また、新たな施設の整備もできます。そのようなことで点検や

その他の費用が掛かってこないと思います。 

今回、６６歳になって介護福祉士を取りましたので、まだ頑張れると思いますのでよろしく

お願いします。 

委員：財源の具体的な内容を教えてください。 

ピースケア：自己資金です。理事長と私と娘で、現金で用意しています。 

委員：この図面をみていたら既設のところがありますが、どこに作りますか。 

ピースケア：隣接しているところに、新たに土地を購入しています。 

委員：現在、車椅子の方は何人いるのですか。 

ピースケア：現在は４名います。 

委員：通路は、車椅子の人が避難するときは大丈夫ですか。 

ピースケア：今、現在は、ここの空き地が５ｍあります。右側の水路との間が約１０ｍ以上。隣

接しているところは、現在、空地のところに１０坪くらいの家がありますが、そこまでは１６

ｍあります。 

委員：今現在の設備には、避難誘導灯、非常灯、消火器、ガスもれ探知機、懐中電灯、非常食一

式とあるが、例えば、誘導灯とかは・・・。 

ピースケア：誘導灯は付いています。私たちのところは、一応、検査を受けました。消防と役所

が来て最終検査を受けて、中に材料を何を使っているかとか耐火構造になっているかという検

査を受けました。 

委員：私は、法律で決まっているからとか、検査を受けたからいいんだという考え方ではなく、

こんなことができていたらいいのではという考え方で聞いているのですが。 

ピースケア：当然、付いています。これを設計しているのは１級建築士で２級建築士ではないで

す。 

委員：避難灯とか誘導灯は、電源はバッテリーですか。 

ピースケア：バッテリーです。通電しているときは、AC100ボルト。なにかあって電源が止まっ

たときは、非常になります。JIS規格で通っている品物をメーカーから買って使っています。 

委員：消火器は何を使っていますか。 

ピースケア：２本現在使っています。消防では 1 本でいいですよと言うのですが、怖いので食堂

に１つと廊下に１つ置いています。 

委員：どんな消火器ですか。 

ピースケア：普通の ABC消火器。粉末消火器です。 

委員：ガス漏れ検知器はどこにつけているのですか。 

ピースケア：厨房のコンロの脇につけてあります。 
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◆医療法人 同仁会 

 

事務局：続いて、同じグループホームに申し込まれている医療法人同仁会です。同仁会に 10分間

説明をお願いします。その後、委員から５分間で質問します。 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：運営法人は、どのような法人形態ですか。 

同仁会：法人形態は、今のところ医療法人で行います。 

委員：今、地域の皆さんがどのような協力体制をとってくれるか、具体的にひとつでもあります

か。 

同仁会：場所的に金田ということで、地元の方が住んでいるところなので、具体的な方向性とし

てはその方々に話しておりませんが、まず、「協力していただけますか」と言うとお隣の方は「ど

うぞ」という話でしたが。またその後、隣が飲食店をやっているということもありましたので、

そのいう形の方向でもって使えるかなと、これから、進めるところであります。 

ここでやりますと言えませんが、あいまいですがそういう形をやると。漁業のまちですし、

プログラムのなかにそういったものを取り入れて、あまり費用を使わなくても自然と交わえる

ところですので、そういうことを目指してスタッフの方に持っていきたいと思います。 

委員：今でも精神科の患者を見てるということですが、現実にそういう患者さんがおられて、退

院できるようなリハビリはどのようなことをやっているのでしょうか。まったくそのようなこ

とは関係無しで、困ったから出て行けよということで、その受け皿を作りたいということのよ

うに聞こえるので、その辺のところが良く分かるように説明をしてください。 

同仁会：うちの病院のリハビリとしては SST（ソーシャル・スキル・トレーニング）というのが

ありまして、いわゆるマニュアルを作って、こうやりなさいということを評価しながらすると、

作業療法で仕事をさせる、デイケアというのは通院患者に対して複合したものがあります。通

院患者には訪問介護というのもあります。 

グループホームについて、うちの入院患者の受け皿にしようという直接の考え方はありませ

ん。地域密着型ということもありますので、地域の方を受け入れていく。うちの患者について

は、そういったものを一通りやった後、そして老人ですから、うちの方であって老人であって

入っていただくということでなくて、うちでやった認知症の治療の一環としてそういうものを

設けるとう考え方です。 

そして、そういう方の受け入れ施設として考えているのは、特養とか老健とか、そういうと

ころ、いわゆる高専賃とかナーシングホームとかを作るとか、もしくは借り上げ住宅を作って

ものすごくうちに近いところで面倒みないと、なかなか精神科の疾患の方は変な言い方をする

と癖がございますので、地域の方々にご迷惑をかけないように、また、患者様については社会

復帰ができるようにという形で考えています。 

グループホームについては、うちのほうからというよりは、広域支援生活支援センター等で

依頼された人を条件無しに受け入れられるメリットがあるのではないかと、多少疾患がある方

でも、もともと病院がありますし、今までも施設の方を受け入れてきましたので、そうとう困
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難な方でもある程度そこでやっていけるというスタッフとしての自信もあります。よろしいで

しょうか。 

 

◆社会福祉法人 天祐会 

 

事務局：それでは、社会福祉法人天祐会よりグループホーム請西苑について説明をお願いします。 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：学童保育施設を併設してあるようだが、施設には健常者でない子どももいますか。 

天祐会：現在、仮校舎ということで、プレハブでやっておりまして、本建築は本日木更津市が建

築の検査をしておりますので、７月１日に夏休みに向けてオープンします。 

子どもたちは、今７名がいろいろな学校から通ってきておりまして、そのうち２人のお子さ

んは、特別支援のお子さんです。一人はアスペルガ－、もうひとりは多動性というか落ち着き

がなく、たまに暴力的になってしまうという子です。二人とも普段は特別支援学級にいるので

すが、学童では子どもたちは何の差別も無く、われわれが接しておりますので、普通にお勉強

もできます、内容は多少ちがいますが。 

私たち法人がめざしているのは、障害をもっている人も普通児童もお年寄りも、本当にノー

マライゼーションというか、普通に接し、差別なく生活できることを目指しています。今のご

質問にお答えするとすれば、子どもが障害児が２名、普通学級児童が５名ということになりま

す。夏休みはもっと増えます。 

委員：年齢に制限がないと考えればよいのですか。 

天祐会：学童保育施設は小学３年生までです。一番ニーズがあるのが、夏休みに障害をもってい

る子を預かってくれないかというご家庭があります。 

私どもは、福祉というのは理念ですが、福祉サービスのニーズにお応えするというのが、わ

れわれ社会福祉法人の役割だと思っております。木更津市はせっかくアクアラインが８００円

になりまして、みんなたくさんお客が来る、家を建てるのですが、子育て支援が充実していな

いから家を建てられないという若いご夫婦がいっぱいいるのですね。学童保育は、地元の方で

いっぱいになってしまう。そして、保育園は若干空いているけど、学童保育はない。そこで、

私どもは昨年から計画し今年学童保育をオープンさせました。 

そういう形で、福祉の既成の概念をやぶるということが私たちの考え方です。そのへんを踏

まえていただいて判断いただければと思います。 

それはグループホームもおなじですが、グループホームはこうでなければいけないというも

ちろん指定基準に従って運営することは、やぶさかではないですが、横だしのサービスとして

みんなで農作業をしようとか、子どもたちとこのようなことをしましょうとかは今後やってい

こうと思います。 

委員：小学生と認知症の人との間の年齢層の人は受け付けていないのか。 

天祐会：そのようなニーズがあればですが、私どもとしては学童保育に隣接して、障害者就労支

援施設を建設しようという計画はありますが、あくまでも本市でそういうニーズがあるがやら
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ないかという話があれば、われわれも予算を取りまして考えたいと思っています。 

委員：今のところは計画がないのでしょうか。 

天祐会：ないです。 

委員：計画書を３施設拝見させていただいて３施設が一体化したような計画となっているが、 

厨房職員もどこかの施設にいるだけとなっていますが、例えばどれか一つだけ、デイサービス

だけ、グループホームだけ、特養だけというようなことで選ばれた場合もそれぞれの事業だけ

実施されるのでしょうか。 

天祐会：それを一番聞いていただきたかったのですが。まず、グループホームで厨房職員がいな

いのは、介護員と一緒にお食事を作るのがわれわれ基本にしておりますので、つまり普通の住

宅ですから、ご入居される人にも認知症の方々ですから包丁が持てないといういうこともあり

ますが、その方々にも盛り付けだったらできるということは考えています。小規模特養にはそ

れは配置しますが、そのへんはうまく融通し合ってやっていこうと思います。 

それでは、認知症対応型グループホームだけでも単独でもやりますか、小規模特養だけでも

やりますか、認知症対応のデイサービスだけでもやりますか、というご質問が一番悩みどころ

でありまして、正直申しまして、今回他にもプロポーザルの公募のありました小規模多機能型

でわれわれがエントリーしなかったのは、どうしても採算があわないと踏みました。 

そして、認知症対応型デイサービスは小規模特養との併設ならなんとか採算があうのではな

いかと目算をしています。ですので、この後でプロポーザルさせていただきますが、小規模特

養と認知症デイの組み合わせが、われわれとしては一番ありがたい。もちろん、グループホー

ムとデイサービスは、ぎりぎりで厳しいところなのですが、他の複合型福祉拠点をもっと構築

していきますのでそれも可能ですが、認知症デイだけではかなり運営面では厳しいと考えてい

ます。 

委員：すでに子どもたちと一緒の介護施設ということで実施されているということですが、介護

度が高いかたとか、認知症の方ですとそのときの感情の高ぶりということで、女性の方が多い、

男性の方が少ないということもあるかと思いますが、子どもたちの安全性に対する配慮や対応

は考えているのか伺います。 

天祐会：子どもと接するということになると、子どもはけっこう感染症というか病気を持ってい

ますので、お年寄りと接するときはそこに気をつけなければいけないと一番重要視しています。 

例えば、南清苑さんで南清小の学童保育をやっていたのですが、インフルエンザがはやって

以来子どもさんは一応特養からはシャットアウトするよという対処をしましたが、私どももや

はりこのへんが大変重要だと思っています。 

ただ、市川でやっている実践をみますと、やはり認知症のお年寄りが子どもと触れ合うこと

によって、無表情だった方が表情を取り戻してくるというのがあります。子どもも最初おじい

さん、おばあさんを怖がっていたのですが、何度も会っているうちに、自分のおじいちゃん、

おばあちゃんは知らないけど、ここのおじいちゃん、おばあちゃんを知っているという一つの

家族のような感覚になっています。 

例えば、子どもがたくさんいてお年寄りがたくさんいるという組み合わせは問題があると思

います。このあと提案する小規模特養では、このユニットはこの学年の子ども、このユニット
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はこの子どもとか、この畑はこのチームとこのチームというようなそんなプログラムを考えて

いきたいと考えています。 

 

＜採点・回収＞ 

 

■介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

事務局：それでは、最後の介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模特養の審査に入りますので、

まず最初の株式会社 GFSから１０分間説明をお願いします。そのあと、５分間で各委員から質

問をさせていただきますので、お願いします。 

 

◆株式会社 GFS 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：３ページの上から６行目は「保険事故」とあるが「保険事業」ですか。 

GFS：要介護状態になることを「保険事故」と表現させていただきました。 

委員：借入金の返済額と経費が若干できているが、今回の資金計画はわざと乗せていないのでし

ょうか。キャパシティとしては、小規模特養で短期１１名の施設となるときの資金計画別添は

作ってありますか。あるから返済があると思うが載せられない理由はあるのでしょうか。 

GFS：そういうわけではありません。口頭で申し訳ありませんが、１億８，９００万円の借入れ

をおこした場合の返済の数字になっております。また、返済の期間は建物償却期間２２年で算

出しております。一応木造という方向で２２年、鉄骨でしたらもう少し長い期間になると思い

ます。 

委員：今回、社会福祉法人を設立ということですが、今までの短期入所とか小規模多機能型のサ

ービスは社会福祉法人に移行されるのでしょうか、それとも別法人で経営されるおつもりです

か。 

GFS：その点については、県にその旨の相談したところ、県の考え方としては一緒にしたほうが

良いのではないかとアドバイスをもらいました。株式会社は利益の分配のための形体をとりま

すが、資料にもありましたとおり、寄付などもしておりますので、今、たまたま株式会社の形

態でわれわれが運営をしているとも思っておりますので、もし、何ら問題が無いということに

なれば社会福祉法人の事業としてやっていくつもりです。 

ただ、社会福祉法人に移行する場合は借り入れ金をどうするのかという問題もありますので、

そのへんはもし採択された場合は、移行にあたっては県と十分に協議して行っていきたいと考

えております。 

委員：職員の採用ですが、かなりこの地域施設が増えているときに、満たせますか。 

GFS：これについては、私自身は問題ないと思っています。その自信の裏付けとしては、まず専

門学校の実習の受け入れの法律が変わって、今、短期入所でも受け入れできるようになってい

て、学校からかなりの受け入れの依頼の数があります。まずは、これを当てにしているところ
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です。 

もう一つは、私自信が木更津・袖ケ浦のエリアでここ１０年ほど介護に携わっているので横

のつながりがかなりあり、手を上げたという段階で、もしやることになったらとう話を現実い

ただいています。 

それと今やっている事業のなかで、どの施設も１名か２名、余剰人員を抱えながらやってい

ます。それは、この事業のためということも一つなのですが、どうしても介護施設は離職率の

問題がありますので、１名辞めたことによってサービスの質が落ちることを避けるために常に

今までそのようなことをしてきました。それをまわしていくと、介護スタッフは約１６名が必

要なのですが、その約半分は計算できるようになっています。あとの半分は募集をかけます。 

 

◆医療法人 同仁会 

 

事務局：続きまして医療法人同仁会から特別養護老人ホームしおかぜについてご説明をお願いし

ます。 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：借入金が、すごく高く感じますが、２９名の施設ではないですね。 

同仁会：一応、２９名の施設を考えています。そのなかで、借入金については、少し余裕をもた

せて借り入れができるような形で考えているだけで、実際の運用では、３億円あれば十分だと

考えております。あとのものは余裕をもたせただけです。 

委員：計画施設の概要のところで認知症型老人デイケアセンターを予定していますが、これはこ

の建物とまったく関係ないところに建つのですよね。 

同仁会：まったく関係ないところに建てるつもりです。 

委員：述べ床面積が２，５００㎡なっているが、２９名の特養だとこんなに広い敷地はいらない

と思いますが。 

同仁会：うちの敷地から抽出するので、駐車場等については相当余裕をもたせたい、また、敷地

のなかの緑も考えなければいけないので、余裕をもたせていれてあります。 

委員：かなり２，５００㎡で２９床の小規模特養というのは大きい施設だなと。逆に基準面積が

さがっていきているので、もう少し小さくできるのかなと思いまして。 

同仁会：そうですね。隣接しているということがありまして、木更津病院の雰囲気の延長でやる

となると少しいるかなという感じです。 

委員：介護職員は集められますか。 

同仁会：介護職員はうちの職員に介護を持っている人間が何人かいますし、あとは地域から募集

をかけていきたいと思います。 

委員：介護職員が１０名とありますが、建物が２階建てになっているのですね。夜勤も常駐しな

ければならないと思うのですが、２フロアを２名で夜勤をしたら５日に１回夜勤出勤で休みが

なしになってしまう。そういう点については考えていますでしょうか。 

同仁会：２階建てということですが、本当は平屋にしたい気持ちがあります。ただ、今のところ
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病院が使っている敷地で分析ができていないので、実際に平屋できるか不安だったので、一応、

２階建てでお願いしました。 

あと、１０名でということなのですが、メインで考えているのが１０名ということです。あ

とパートですが、うちの職員で２７０名いますので、両方に利益がある方法で、職員のマンパ

ワーが増やすことができるのではないかと思います。必要であればそれ以上の職員も考えてお

ります。はっきり言ってうちのマイナスポイントですが、初めてということもありまして、そ

このなかで、すり合わせをしながらやっていくことになると思います。 

委員：３ページに原則的に利益は求めないと書いてありますが、木更津市内の病院で精神科、診

療内科という病院があるなかで、今までそのような病院が介護のほうに出てこなかったのです

が、今回、木更津病院から介護に出てきた。そういった背景を考えますと、先ほど、社会医療

法人と言う言葉が出てきたのですが、そういった木更津市の福祉をリードしていくといった、

利益を求めないということは、市と一緒になって今後そういった福祉行政に力を入れていくと

いうことでしょうか。 

同仁会：木更津病院が建ってから５０年経っていて、その趣旨が地域の患者様のために建てよう

ということで、地域の先生方のボランティアによってできたものであります。今までも特定医

療法人でしたが、これが社会医療法人になることによって、利益を求めないことがもう少し前

になっていく、利益を求める病院ではない。ただ、収益が無ければやっていけないので、その

分については考えますけど、正常な経営をしたうえで、収益については還元していくことがわ

れわれの使命だと思っています。市町村、木更津市と協力していくことは、これからどんどん

やっていかなくてはいけないと思っています。また、社会医療法人は県で生かされるものです

ので、県とも協力していこうと思います。そのような形でより積極的に協力していかなくては

いけないと思います。 

委員：消防設備については記述がないが、消火栓などは整備するつもりですか。 

同仁会：すみません。こちらの資料不足で。消化設備に着いてはスプリンクラーなどについてす

べて設備するつもりです。うちの病院でもタバコの不始末でスプリンクラー無しでは大火事に

なりそうなこともありましたので、これは間違いなくそういうものは設備いたします。 

 

◆社会福祉法人 天祐会 

 

事務局：それでは、小規模特養は最後となります。これから社会福祉法人天祐会の説明をお願い

します。 

・提案説明 

・質疑応答 

委員：３つの事業が連結した場合に、同一棟で１４９３．４７㎡になりますよね。考え方として

は同一棟で考えてよいですか。 

天祐会：同一棟で考えています。 

委員：それで木造で許可が出るかしら、準耐火かなんかにしないと。聞いたことがないんだけど。 

天祐会：準耐火で考えておりますが。 
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委員：それで２億円。大丈夫ですか。 

天祐会：なんとかしたいと思います。 

委員：それと職員が全部の事業をやるとなると、おおよそ４０名からなる介護スタッフが必要に

なると思いますが、募集は可能だと思いますか。 

天祐会：募集可能だと思います。例えば、市川の職員の場合だと、東庄町からも富津市からも木

更津市からも通っていますので、そのへんは臨機応変にやりたいと思います。できれば地元で

の雇用をしたいというのが本音であります。 

委員：小規模特養ということで、医師についてはどのように考えているか、もう少し細かく教え

てください。場所が新しくできる請西の山のほうの住宅地なので。 

天祐会：山といっても  先生のところはすごく近いですし、まだあまり個人名を言ってはいけ

ないと思いますが、君津中央病院には同級生がいるので、そういう形でお願いしていこうかな

という気持ちではいます。 

委員：それでは、これからお願いしていくということですか。 

天祐会：もちろん、具体的に受託というか、プロポーザルで委託するよということになれば私は

それで動いていくつもりでいます。 

 

＜採点＞ 

 

課長：それでは長時間に渡り審査いただきありがとうございます。このあとは、会長と議事を変

わりますが、集計の間暫時休憩とします。 

 

＜集計＞ 

 

会長：休憩を取り消し会議を再開したします。議長席を交替しました。審査の結果を事務局より

報告願います。 

 

事務局：大変お待たせしました。採点結果についてご報告します。 

お配りしましたプロポーザル採点集計表をご覧下さい。各採点表の A からの表示は、委員の

皆様をアルファベットに置き換えて、皆様方の採点を表示したものです。これは、任意で A か

らの表示をつけさせていただいたもので何ら順番は関係ありませんので申し添えます。 

まず、集計表１、認知症対応型通所介護（予防を含む）認知症デイサービスについては、申

し出事業者が社会福祉法人天祐会のみでした。 

項目ごとの合計点を右端に、その右に参考としまして、項目ごとの平均点を、また、各委員

別の合計点を下段に表示してあります。 

総得点は、右下に網掛けで表示してありますが、１，２３３点であります。採用基準ですが、

総得点が出席委員数１４名×満点の１１０点×５０％の採用基準点７７０点を超えた場合とな

っておりますので、７７１点以上が必要ですが、ご覧のとおり、１，２３３点ですので、採用

基準点を超えております。 
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次に、集計表２－１から２－３までですが、認知症対応型共同生活介護（予防を含む）グル

ープホームについては、申し出事業者が３法人ありました。 

同じように集計表を見てください。採用の基準ですが、認知症対応型共同生活介護の採点出

席委員は１３名でありました。総得点が出席委員数１３名×満点１１０点×５０％で採用基準

点は７１５点を超えた場合となっておりますので、７１６点以上が必要です。 

集計表２－１      は１，０５０点、集計表２－２     は１，１３９点、集計

表２－３ 社会福祉法人天祐会が１，２１１点。以上の結果、社会福祉法人天祐会が１，２１

１点で最多得点となりました。 

次に、集計表３－１から３－３までの介護保険施設入所者生活介護、小規模特養については、

申し出事業者が３法人ありました。 

採用の基準ですが、介護保険施設入所者生活介護、小規模徳用の採点出席委員は１４名であ

りました。総得点が出席委員数１４名×満点１１０点×５０％で採用基準点は７７０点を超え

た場合となっておりますので、７７１点以上が必要です。 

集計表３－１     は１，２０８点、集計表３－２      は１，２６８点、集計

表３－３      が１，２９９点。以上の結果、３事業者のうち、社会福祉法人天祐会が

１，２９９点で最多得点となりました。 

 以上のとおりご報告申し上げます。 

 

議長：ありがとうございました。本運営協議会の審査結果は以上のとおりです。この結果と審査

過程を市長に報告し、それにより市長が最終的に総合的に判断し決定したうえで、採択結果を

各事業者に通知しますのでご承知おきください。議題として「その他」ですが、何か連絡する

ことがありましたらお願いします。 

 

事務局：プロポーザル用の資料と今お配りした集計表は回収しますので、机にそのままおいてお

帰りくださるようお願いします。 

 

議長：それでは、本日の会議はこれで終了します。長時間に渡りご苦労さまでした。 

 


