
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成２８年度第１回松阪市地域密着型サービス運営委員会 

２．開 催 日 時 平成２８年５月１６日（月） 午後２時～午後３時 

３．開 催 場 所 松阪市役所５階特別会議室 

４．出席者氏名 

（委 員）◎ 野呂純一、○長井雅彦、上田増夫、堀出和子 

野呂一平、青木浩乃 

（◎ 会長、○ 副会長） 

（事務局） 田口靖子、北村 充、西山幸耶、樋上みつみ 

５．公開及び非公開  公 開 

６．傍 聴 者 数 ０ 名 

７．担 当 

松阪市健康ほけん部介護保険課 

TFL 0598-53-4190 

FAX 0598-26-4035 

e-mail  kaigo.div@city.matsusaka.mie.jp  

 

協議事項 

 １．地域密着型サービス事業者の新規申請等について 

 ２．地域密着型介護福祉施設整備事業者（平成２９年度整備予定）の公募について 

 

議事録 

 別紙 

 



平成２８年度第１回松阪市地域密着型サービス運営委員会 議事録 

 

平成２８年５月１６日（月） 

１４時００分～１５時００分 

本庁 ５階特別会議室 

 

＜委員＞ 

出席者：野呂純一（会長）、長井雅彦（副会長）、上田増夫、堀出和子、野呂一平、 

青木浩乃 

欠席者：田上勝典、荒田村雄、前田弓子 

＜事務局＞ 

田口靖子介護保険課長、北村充介護保険指導監査担当監、樋上みつみ介護保険指

導監査室主査、西山幸耶介護保険指導監査室係員 

＜傍聴者＞ 

    ０名 

 

 

（事務局）みなさん、改めましてこんにちは。本日は松阪市地域密着型サービス運営委員

会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。それでは定刻となりましたので、

平成２８年度第１回松阪市地域密着型サービス運営委員会を開催させていただきます。 

なお、本日の委員会につきましては公開とさせていただいておりますが、傍聴の申し出

はございませんでしたので報告させていただきます。また、田上委員、荒田委員、前田委

員から欠席の連絡が入っております。委員９名中、出席委員６名、欠席委員３名であり、

本運営委員会の出席者は過半数を超えておりますので松阪市地域密着型サービス運営委員

会規則第６条第２項に該当しないことを報告させていただきます。 

それでは、事項書の会長の選出までは事務局で議事を進めさせていただきますのでよろ

しくお願いいたします。介護保険課の田口と申します。よろしくお願いいたします。本日

は新委員での第１回目の委員会でございます。委嘱状を机の上に置かせていただきました

ので、２年間どうぞよろしくお願いいたします。開催にあたりまして、初めての委員会と

いうことで初めての委員さんもお見えになりますので、恐れ入りますが野呂委員から順に

自己紹介をお願いいたしたいと思います。 

 

（委員）医師会から参っております野呂でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（委員）みなさんこんにちは。歯科医師会の長井です。よろしくお願いします。 

 



（委員）老人会から来ました上田でございます。 

 

（委員）松阪市の介護保険事業者の代表として松阪市介護サービス事業者等連絡協議会か

ら来させていただきましたのろま倶楽部の野呂と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（委員）松阪市介護相談員代表の堀出です。よろしくお願いします。 

 

（委員）三重県介護支援専門員協会松阪支部支部長の青木と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局）ありがとうございます。座って失礼します。それでは、本日の事項書１の会長、

副会長の選出に移りたいと思います。地域密着型サービス運営委員会規則第４条に定めて

ありますように、会長は委員の方々の互選によるものでございますが、いかがいたしまし

ょうか。 

 

（委員）事務局一任でお願いします。 

 

（事務局）ありがとうございます。事務局一任というご意見をいただきました。皆さまよ

ろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

（事務局）ありがとうございます。異議なしということですので、事務局としましては松

阪地区医師会の野呂委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

（拍手） 

 

（事務局）ありがとうございます。拍手をもって選任いただきました。野呂会長、会長席

のほうへよろしくお願いいたします。次に副会長の選出ですが、運営委員会規則第４条で

定められているように副会長は会長の指名となっておりますので、会長よろしくお願いい

たします。 

 

（会長）それでは、副会長には歯科医師会から来ていただいております長井委員にお願い

したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 



（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

（拍手） 

 

（会長）ありがとうございます。それではよろしくお願いします。 

 

（事務局）ありがとうございます。会長、副会長の選出が終了しましたので、今後の議事

は、野呂会長にお任せいたしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 

 

（会長）それでは、事項書に沿ってまいりますけれども、２番の議事でございます。その

１つが地域密着型サービス事業者の新規申請等についてということでございますので、事

務局ご説明をお願いします。 

 

（事務局）平成２８年４月１日より利用定員１８人以下の通所介護事業所に関しまして、

地域密着型通所介護が新設されたため、当委員会で協議等を行っていただくこととなりま

す。 

つきましては、平成２８年６月１日開設予定の地域密着型通所介護事業所、久保山の庵

の新規指定申請書が提出されました。申請書についてはコピーを配布させていただいてお

りますので確認をお願いいたします。また、コピーについては運営委員会終了後回収させ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。なお、添付資料を含めた原本をご用意い

たしましたので、順にご回覧お願いいたします。 

では、概要につきまして説明させていただきます。まず、法人でございますが、平成８

年８月に設立されました社会福祉法人でございます。こちらの法人といたしましては、松

阪市において指定介護老人福祉施設事業・通所介護事業・短期入所生活介護事業・認知症

対応型共同生活介護事業・居宅介護支援事業を行っております。事業所につきましては、

所在地が久保町、利用定員が１８名の地域密着型通所介護事業所でございます。開設予定

年月日としては、平成２８年６月１日でございます。 

次に、現在順にご覧いただいております新規指定申請書でございますが、事務局におき

まして人員基準等国の定める基準に適合しているか精査させていただきましたが、特に問

題はございませんでした。また、申請に必要な書類等も揃っており、新規指定につきまし

て問題ないと判断いたします。以上により、新規指定することに対し事務局としては、問

題なしと判断いたしましたので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

（会長）事務局ありがとうございます。ただ今、指定の書類が回ってきております。それ

をお読みいただいて、ご意見をいただきたいと思いますので、しばらく時間を下さい。 

事務局、よろしいですか。この指定にかかりまして、いわゆる松阪市のサービス計画の中



に入っていたんですか。 

（事務局）入っていないです。 

 

（会長）入っていないことを突然なぜここへ挙げてくるのかという話はしたいんですが。 

 

（事務局）すみません。あとで皆さんにお諮りといいますか、ご意見を賜れればと思って

おったんですけれども、この新規申請諸々の関係をざっとご説明させていただきます。今

見ていただいております地域密着型通所介護ですね、いわゆる通所介護、デイサービスで

ありますとか通所系につきましては法律の上で公募型でないというふうにうたわれておる

んです。特養ですとか、入所施設は公募型というかたちで公募を受けて、当然こちらの委

員会で承認していただいた上での認可と言いますか、指定になるんですけれども、通所系

につきましては公募というかたちをとっておりませんでして、あくまで手挙げ制というふ

うになっておるところなんです。 

 

（委員）これは全国的にですか。 

 

（事務局）全国的にそうです。通所介護につきましては、これもまたちょっとややこしい

んですけれども、この平成２８年４月１日で扱いが変わっております。それまでは全部県

の指定ですので、県のほうが書類を受けて県が認可をしておったところなんですけれども、

この平成２８年４月１日から定員が１８人以下のいわゆる小規模の通所介護、デイサービ

スにつきましては、市のほうに指定権限が下りてきたというところです。今回は初めてで

あったということもありまして、このように委員会のほうに挙げさせていただいたんです

けれども、今後のことにつきましては、後ほど説明といいますかご意見をいただこうと思

っておりました。今まで、この平成２８年３月３１日まで県がやっていたときには、県の

ほうはあくまで届出ということですので、申請書類を受け付けて２ヶ月をめどにすぐ承認

というふうなかたちでやっておったということなんです。というふうなものがありますの

で、こちら市に下りてきてからもあくまで公募ではなくて届出によるものというところを

踏まえまして、県と同じような格好で今後につきましては、仮に地域密着型通所介護、デ

イサービス、通所系に限りますけれども、新規指定の申請が出てきた場合には事務局で書

類等を審査といいますか確認をしまして書類を受け付け後、県と同じような格好で２ヶ月

をめどに指定までいかせていただいて、事後でこの委員会で報告というかたちをとらせて

いただきたいと思っておりました。それを、承認を仮にいただいた後にさせていただこう

としておったところです。あともう１つこれはちょっと違うんですけれども、例えば地域

密着型サービスを他市町の方が利用する場合、松阪にあります事業所を松阪以外の方が利

用する場合であるとか、逆に松阪以外の事業所を松阪の住民の方が利用するという場合で

すね、それにつきましても市町間で指定をさせていただいてそれについて同意をするとい



うふうな事務手続きを双方でやっておるところなんです。その辺につきましても、今後こ

の地域密着型の通所介護事業所が市のほうへ下りてきたということを踏まえて、件数が増

大するということが見込まれますので、その辺につきましてもまた改めまして事後承認と

いうようなかたちで事務局のほうで承認をさせていただいてから委員会へ報告させていた

だくという手法をとらせていただきたいと思っておるところでございます。 

 まとめますと、事業所の新規指定につきましては、いわゆる入所型の地域密着型特養で

すとか、先ほど話に出ておりました小規模多機能型ですとか看護小規模多機能型がでてき

た時もそうですけれども、そのあたりは公募によるものとされておりますので、当然この

委員会で承認を得てからの指定というようなかたちを取るべきであると思いますけれども、

いわゆる密着型の小規模のデイサービス、通所系に関しましては事後承認というかたちで

事後に報告をさせていただきたいというふうに事務局として考えております。以上、この

点につきましても合わせてご意見いただきたいと思います。 

 

（会長）事務局ありがとうございます。今の事務局からのお話しにつきまして何か委員の

方、ご意見ございませんでしょうか。 

 

（委員）そうすると、まとめて報告いただけるということですね。 

 

（事務局）そうです。通所系については、事務局のほうで書類審査の上、承認といいます

か、指定をさせていただいて後ほどこの委員会へ報告をさせていただきたいという格好で

考えております。 

 

（委員）そうすると今回に関しても、もういいんですか。 

 

（事務局）今回に関してはどうするか考えたんですけれども、今回の分は初めてというこ

ともありましたので、今回だけはこういうふうな方法を取らせていただいたという次第で

ございます。 

 

（委員）分かりました。 

 

（委員）そうすると、申請が出てきたら無制限に、内容的によければ許可していこうとい

うことですか。 

 

（事務局）その辺は通所系につきましては、先ほどの会長のご質問の中にもあるんですけ

れども、いわゆる通所については介護保険事業計画にも載ってないといいますか、入所系

のものはベッド数というか定員数を当然考えておるんですけれども、通所の部分について



は、計画の中に反映してないことになっておりますので、そういうふうな手法で以前県の

ほうもやっておったというふうなかたちだと思います。 

 

（会長）さらに事務局のご説明に関しまして、何かご意見ございませんか。 

 

（委員）有料老人ホーム、サ高住を含めましてすべて公募型ではなく申請型だと思うんで

すけれども、これから地域密着型の通所が申請型で出てくると思うんですけれども、それ

こそ市内の利用総数、ベッド総数、必要なベッド総数に合わせて例えば松阪市の事業計画

とは関係がないところで申請型が出てくるということは全体の調整をつけていくこととい

うのはどこかで諮っていかないと、もう現在飽和しているのかどうかの数さえ把握できて

いない、有料老人ホームやサ高住、それぞれ県のほうも担当が違いますけれども、担当が

違うところでそれぞれが把握しているだけでそれぞれも把握し合ってない、総数が分から

ないというようなところで、さらに通所介護も同じような状況を続けていくと市と県で分

からないまま介護施設が増え続けるというところが疑問というか不安があるなというとこ

ろです。それと、今介護保険課さんと産業経済部の商工政策課さんとの事業で、我々協議

会が介護人材の確保という事業をさせていただいています。資料も出していただいている

ように、今これぐらいの高齢者さんの数がいて事業所数がこれぐらいありますよというと

ころは松阪市内で把握できると思うんですけれども、これに加えて介護従業者不足という

ところ、新規事業がいっぱい立ってくると必要な介護士の数がどんどんどんどん増えてく

るという事態が起こっております。その中で、事業所が立っていく数ほど介護士が増えて

いないという現状があるので、これも一度考慮しながら全体総数を諮って何かしら協議し

ていく必要があるんじゃないかなと、元々思っておりましたので議題提案みたいなかたち

でしゃべらせていただきました。 

 

（会長）ただ今の委員の発言は別にいたしまして、この久保山の庵の指定をここで認める

かどうか。 

 

（委員）事後承諾しますかということですよね。 

 

（会長）ただ報告だけでいいということになるわけですよね。何も議論しなくていいとい

うことに。そういうことでよろしいですか。報告事項ということで。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

（会長）ただこの中で２枚目の資料、生活相談員兼務２とか、看護職員兼務１とかいうの

がありますけれども、ほとんど専従がないままで運営できるんですか。 



 

（事務局）生活相談員さんの兼務に関してなんですけれども、１名に関しては管理者との

兼務、１名に関しては介護職員と時間を分けての兼務というようなかたちですので、特に

問題はないかと思います。看護職員に関しても、常勤の方が機能訓練指導員も兼ねられる

というかたちですので、特に運営形態として問題があるというふうには考えておりません。 

 

（会長）看護職員についてもそうですか。 

 

（事務局）看護職員については機能訓練指導員との兼務というかたちです。他の事業体で

も見られるような形態でもありますので特に問題はないというふうに考えております。 

 

（会長）それから、対利用者数と職員の配置数というのは何対何ですか。 

 

（事務局）基準上にはなるんですけれども、１５名を超えた場合については超えた分の５

分の１を時間数で割ってですね、今回は１８名という利用定員になっておりまして、１８

名の場合ですと７時間のサービス提供時間に関して、１１．６時間分の介護職員の配置が

必要というかたちになっております。ただこれは１８名、マックスの利用した場合ですの

で今回の事業所についても十分これを満たしているものとして提出していただいています。 

 

（会長）ありがとうございます。それでは報告事項ということでさせていただいてよろし

いでしょうか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

（会長）それから資料は戻してくださいということですのでお願いします。引き続き事務

局より説明をお願いします。 

 

（事務局）続きまして地域密着型サービス事業者の指定更新等一覧をご覧ください。前回

の運営委員会以降、グループホームこころが指定更新を受けた事業者となっております。

事業者につきまして、申請内容の書類審査を行ったところ、介護保険法第７８条の１０に

おいて準用する同第７８条の２第４項に定める指定ができない要件、及び同第６項に規定

する指定をしないことができる要件に該当する事業者ではなく、事業者の指定の更新に特

に問題はないと判断し、指定更新を行いましたので報告いたします。なお、指定の更新に

つきましては、新規指定同様あらかじめ当委員会からご意見を伺うべきところですが、更

新については事後報告とさせていただくことについて以前に委員会から同意をいただいて

おりますので、今回も報告事項とさせていただきますことを申し添えます。 



続きまして、指定単独認知症対応型通所介護事業所なでしこ苑の事業廃止、グループホ

ームフルハウスの指定失効、及びグループホーム桜木さんの指定廃止について報告させて

いただきます。まず、指定単独認知症対応型通所介護事業所なでしこ苑におきましては、

平成２８年５月３１日をもって事業所廃止の届出がございました。廃止の理由といたしま

しては、事業所利用定員に対し、それを上回る利用希望があり、断らざるを得ないケース

が多くなっているため、通所介護事業所に事業所を転換し、定員の増加を行い利用者の希

望に応えるためとのことで伺っております。利用者につきましては、現在の利用者全員に

ついて、転換後の通所介護事業所を利用予定となっております。 

グループホームフルハウスについては、津市の事業所であり、旧みなし指定を継続して

おりましたが、旧みなし指定対象者が退居されたため平成２７年８月１２日をもって指定

失効となりました。 

また、グループホーム桜木さんについては、多気町の事業所であり、所在地自治体の長

である多気町長の同意を得た上で松阪市の指定を行っておりましたが、今回松阪市の利用

者が０名となったことにより平成２７年１０月１９日をもちまして指定廃止となったもの

であります。報告は以上でございます。 

 

（会長）ありがとうございます。何か委員の方でこの件につきましてご意見ございません

でしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

（会長）それでは、地域密着型サービス事業者の新規申請等については終わりたいと思い

ます。続いて地域密着型介護福祉施設整備事業者（平成２９年度整備予定）の公募につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局）それでは、地域密着型介護福祉施設整備事業者（平成２９年度整備予定）の公

募について、簡単ではございますがご説明させていただきたいと思います。第６期介護保

険事業計画における施設整備計画としまして、第６期の計画年度であります平成２７年度

から平成２９年度の３年間のうちに２９床の地域密着型特養を２か所、計５８床を整備す

るというかたちで介護保険計画が決まっております。その２か所の施設整備計画をどのよ

うに、どの圏域で行っていくかという点につきまして、圏域における６５歳以上の人口で

すとか、高齢化率、あと介護施設の整備状況などを総合的に勘案する中で、特に地域密着



型サービスという点を重要視しまして、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できる

ようにという、いわゆる地域密着型サービスの基本理念になるところなんですけれども、

そこに基づくべきと考えたところです。その住み慣れた地域での生活の継続というところ

を重視した結果、市内全域で分け隔てなくサービス提供を行うという意味において、施設

が存在しない地域に優先的に施設整備を行っていくというのが最重要課題であると事務局

では考えました。そのような理由から、昨年度、平成２７年度につきましては広域型、地

域密着型を含めいわゆる特別養護老人ホームが存在しない圏域の中から、中部圏域をまず

第１回の委員会において選定していただきまして、その後事業者の公募、書類審査を経ま

して、第２回の委員会において事業者を選定、決定していただいたところであります。ち

なみに選定された事業者の計画は順調に進んでおりまして、今年度中に施設が完成するん

ですけれども、完成後、事務局で諸々の履行確認ができた際には、おそらく今年度の末、

３月頃になろうかと思うんですけれども、また本委員会へ事業者の指定についてお諮りを

させていただきたいというふうに思っております。 

 そして今回、第６期介護保険事業計画における施設整備の２つ目となります平成２９年

度整備分の圏域指定となるわけなんですけれども、事務局案としまして飯高西圏域での施

設整備を提案したいと思います。この飯高西圏域を候補に挙げる理由と言いますのは、先

ほども申し上げましたとおり、特別養護老人ホームが存在しない地域から優先的に施設整

備をして待機者の解消を図っていきたいと考えたところでございます。そのうえでさらに

今回はもう１点報告事項がございまして、この飯高西圏域での施設整備を検討していく中

におきまして、今廃校となっております飯高西中学校のグラウンドをこの地域密着型特養

の建設用地として活用したいという公共施設マネジメントの構想が教育委員会サイドから

浮上してまいりました。市教育委員会における学校跡地の活用計画と私ども健康ほけん部

の地域密着型特養の施設整備計画、この２つの計画をうまくマッチングさせて市全体、オ

ール松阪として検討をしていただきたいというところであります。ただし、この地域密着

型特養の整備につきましては、あくまでも公募によるものでありますので、学校跡地を活

用してという条件付きで公募を行うことになるんですけれども、仮に応募がなかった場合、

それにつきましてはこの学校跡地という条件を外して再公募をしていかなければならない

ということはある程度想定しておかなければならないものとは思っております。しかしな

がら、市全体の意向ということもありまして、飯高西圏域で地域密着型特養整備を実施す

る、その中でも施設の建設場所、土地については、旧飯高西中学校の跡地、グラウンドを

使っての公募を行いたいということを事務局より提案させていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（会長）事務局ありがとうございました。それでは委員の方、何かご意見ございませんで

しょうか。その前に委員から発言があったことがこれについて引っかかってくるだろうと

思います。もう一回改めて発言がありましたらお願いします。 



 

（委員）先ほどちょっと先走ってお話しをさせていただきました。この資料、今見ていた

だいている中で、５００人の待機者の方というようなところ、昔に比べれば何千人と言わ

れていて大分精査してできたのかなと思うんですけれども、実際に入所施設の入所待ちの

状況というのは事業所いろんなところ話をさせていただきますけれども、例えば元気な方

が事前に申し込んでいるというのもあったり、まだ要支援、要介護の１で入所の必要はな

いけれども何かあったときに早く利用できるようにというのも現在は存在しているという

のはまずご理解ください。要は全体を見比べたときに施設の総数、設備計画を含めた施設

の総数と実際の松阪市の利用者さん、高齢者さんの数が本当にマッチしているのか。今後、

通所介護事業がどうなっていくのか、まだ見えてきてはいないんですけれども、特別養護

老人ホームと同等に要介護３、４、５ぐらいしか通所介護も使えないよとか要介護２以上

しか使えないよという話はちらほらと出てきてるんですけれども、それも含めても介護保

険を使っていただくご利用者さんの総数と事業総数が合っているかどうかというのは、本

当はこの会議が妥当なのかどうなのかはわからないんですけれども、一度圏域だ、他市町

村だ、松阪市だと言わずに我々松阪市民がご利用いただける事業所の総数と事業整備計画

の妥当性というのは一度どこかですり合わせをしていただくというような発言を先ほどさ

せていただきました。以上でございます。 

 

（委員）今、委員がご発言された中で１点確認をさせていただきたいのは、この特養の待

機者数の中には要支援１から要介護２までの人も含まれているのかどうなのかと、２つ以

上の施設に申込みをされている方もあると思うんですが、ダブルカウントがあるうえでの

人数なのかということをお聞きしたいんです。最近、特養にはかなり入りやすくなってい

まして、割合い入れるという言葉が正しいのかわからないんですけれども、かなり入りや

すくなっていて、現場の実感としてはこれだけの待機者数はないような気がするんですけ

れども、事務局の方いかがでしょうか。 

 

（事務局）ここに挙げましたのは、ベースとしましては平成２７年の９月時点の県の資料

になります。その中でトータル５０２名になっておりますけれども、これは先ほど委員さ

んからのご質問のあった中において言いますと、要介護３以上の方だけに絞っています。

要介護３、４、５の方で５０２名、なおかつ複数申込みされている方もあるんですけれど

も、あくまでも被保険者ベースと言いますか、名寄せしてこの数、実数となっております

のでダブってということではない、実際５０２名の方が申し込んで待機をしていただいて

いる。ただ、実際の状況はどうなのかというと、この中でも待機状況につきましてはこの

資料には出してございませんけれども、例えば施設で待機されてみえる方、老健ですとか

グループホームに入所しながら待機されてみえる方もありますし、当然自宅で待機されて

みえる方もあります。その辺の区別はしておりませんけれども、あくまで実数で５０２名



の待機となっておる状況です。これが要支援ですとか、いわゆる要介護３未満の方を含め

ると６５０前後になってきます。資料としてはそのような格好です。 

 

（会長）委員、事務局の説明でよろしいでしょうか。 

 

（委員）ありがとうございます。 

 

（会長）他にご意見ございませんでしょうか。 

 

（委員）私、飯高西の圏域で本当に跡地利用といわれたところの下に住んでいるんです。

今年から廃校になったので、子どもたちの声が聞こえなくなって本当に寂しくなったんで

す。こういった施設ができるということは町の活性化にもなって嬉しいことなんですけれ

ども、やっぱり職員さんがどうなるのかなと、そこら辺の手配が、飯高といわれると結構

奥のほうになるので心配です。できたらすごくうれしいことなんですけれども、手を挙げ

ていただけるところがあればすごくうれしいことなんですけれども、やっぱり介護職員さ

んがどこでも不足ということの中でちょっと難しいことじゃないかというふうに思うんで

すけれども。 

 

（会長）例えば２９床の特養で、介護職員は何人いるんですか。３対１と考えたら、１０

人でいいんですか。 

 

（委員）簡単に言うと倍弱です。３対１ですけれども、３０日を見るという計算なので、

職員１人が２０日しか働けないので１．５倍は最低必要です。そこから看護師配置ですと

か、理学療養士配置ですとか、相談員、ケアマネジャー、管理者というところになってき

たり、あとやっぱり休みがあるので最低限ではまずいので、おおよそ２０人強は必要だと

思います。 

 

（会長）２９人の利用者に対してですか。 

 

（会長）２５人ぐらいは。管理者とかケアマネジャーとか入れての数ですけれども。現場

の職員としては、最低ですが、おおよそ１５人ぐらいいれば足りるのかなというところで

す。 

 

（委員）地域全体が高齢化なので、なかなか地域の人で確保というのは非常に難しいかな

と思うんですけれども。西圏域は特に高齢化率が高いので。 

 



（会長）旧市内から通っていただく人がどれだけあるのかということですね。 

 

（委員）そこら辺をクリアして、こういうのが建っていただけると本当にありがたい、少

しでもにぎやかになるので、うれしいんですけれども。 

 

（委員）グループホームもそうなんですけれども、地域密着型で建つと運営推進会議とい

う２ヶ月に１度、地域の会議がどうしても出てくると思うんです。そうすることによって、

委員さん言っていただいたように地域の活性化という面に関しては、地域密着型が建つこ

とは非常にいいことだと思います。 

 

（会長）他にご意見ございませんでしょうか。 

 

（委員）ただ特養の待機者の数を見ると、決して飯高西ではなくて例えば嬉野のほうが多

くて、飯高西の方を前にして申し上げにくいんですけれども、どうなんでしょうかと思い

ます。 

 

（委員）市としてはまんべんなくしたいんでしょうね。市民の手前、ここだけ２つあるじ

ゃないかと言われるよりは、市全体にやってますよと。一巡するまでその問題が棚上げさ

れるんじゃないかと懸念されますけれどもね。 

 

（会長）それと、跡地利用でしょうね。松阪市としてはそれを一番狙っている。他にご意

見ございませんでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）事務局案で公募してよろしいとお認めいただけますでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）いやいや、先ほどの話で嬉野へ持っていくとか、あるいは地域を限定しないでい

くとか。 

 

（委員）１つ気になるところだけよろしいでしょうか。先ほどの委員の話ではないんです

けれども、飯高西で見ると人口２０００人に対して高齢化率５５％ということは、２０年

で半数というような状況と、先ほどの嬉野の話ではございませんが、嬉野の人口が２万人、

高齢化率はまだ３０％未満、ですから人口母体が違いますのでそれこそ待機者数は多くな



ってますけれども、長期というようなところで松阪市の保険計画を考えるのであれば、今

後作っていくというのも１つでしょうけれども、この計画の中で例えば嬉野や久保なんか

を一考してもいいのかなというようなところとか、もしくは広域で募集したうえで条件を

付けるというのも１つかもしれませんけれども、思われるようなところではあるのかなと。

２０００人の人口で５５％というのはもう事業として２０年ぐらいの先行きという話にな

ってしまうので、そのあたりが若干気になります。 

 

（事務局）ありがとうございます。私どもも事務局としてこの表を見ていくなかで、確か

に嬉野が多いよな、とかそういうようなことは考えたところではございますが、今期の計

画としましては松阪市の意向ということもございまして、それは次期の計画の中で十分考

えていくべきなんだろうなとは思っております。 

 

（委員）ぜひどこか手を挙げていただきたいと思います。 

 

（委員）まずそこですよね。 

 

（会長）地域密着型特養は前回１つが中部圏域になりましたので、もう 1つなんですね。 

 

（事務局）はい、そうです。 

 

（会長）特養がない圏域の中で、松阪市としては飯高へもっていきたいということなんで

すね。 

 

（委員）飯高町の跡地利用ということであれば、地価がかなりお安くなるので居住費であ

るとか利用者負担はお安い特養ができるのではないかなとは思います。なかなかユニット

型で特養ができても自己負担がすごく高くて有料老人ホームと変わらないような金額にな

ってしまっているので、その面で言えばお安い特養ができればいいなと思います。 

 

（会長）それについては、今何も記載がありませんけれども、ユニット型でいくんですか。

４人までは認めるんですか。 

 

（事務局）地域密着型特養についてはユニット型となっています。 

 

（事務局）それと、グラウンドというお話をさせていただいたんですけれども、市の方向

性としましては、委員の皆さまからご意見もいただいたところです。職員さんがいるのか

どうかという不安があるというのも市の気持ちなんですけれども、それに関してはもしい



なかった時のことも考えて、土地に関しては貸与という形をとって公募をさせていただき

たいなというふうに考えています。 

 

（事務局）土地については、売り払いをするのが普通だと思うんですけれども、大体ざっ

と担当課で試算してみましたところかなりの高額になりましたので、それではとても手挙

げがないだろうなという前提のもとにいわゆる賃貸借ですね、３０年の賃貸借というよう

なパターンで行くのが正当かなというところでは考えておるところです。 

 

（会長）それと補助金はとってきてあるんですか。 

 

（事務局）補助金については、今やっています中部圏域のものもそうなんですけれども、

いわゆる箱物、建物と中の備品につきましては補助金がありますけれども底地についての

補助金はないんです。今まさにこの時期で県のほうへ補助金申請というか、手挙げすると

ころではありますので、当然平成２９年度整備については松阪市１つということで県のほ

うへは報告を挙げていく予定です。 

 

（会長）いろんな意見が出ましたけれども、何か他にございませんか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）事務局案に賛成をしていただきますか、それともとりあえず検討しようというご

意見かと思いますのでその辺に絞ってご意見いただけませんでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）それでは事務局案に賛成していただくということでよろしいですか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

（会長）それでは事務局よろしくお願いします。 

 

（事務局）ありがとうございます。 

 

（会長）公募期間はどれだけになるんですか。 

 

（事務局）今ご承認いただきましたので、先ほどの説明どおりグランド跡地を貸与すると



いうかたちでこれから公募していくわけですけれども、何分特殊なパターン、我々も初め

てですので、他市の状況もみながら公募要領を今から煮詰めましていろんな条件を入れて

いかなければいけないと思います。先ほどちょっと申し上げましたように、賃借料がいく

らで、どれだけの面積を貸すかとか、いろんな細かいところをこれから担当部署と詰めま

して、いわゆる公募要領の案を７月あたりまでにまとめまして、また７月あたりにこの委

員会を開かせていただいて要領について承認をいただいて、それから公募をかけようかと

思っております。今のところのこちらのざっとしためどでいきますと、７月あたりにもう

一度この委員会を開かせていただいて公募要領について審議いただいて、それについて８

月でホームページのほうへ公募をかけて、それから今回ちょっと特殊なパターンなので事

業所に向けて現地説明会とかそういうものも当然開いていかないといけないと思いますし、

なおかつその説明会を開いた後で質問とかを受けてそれをホームページへ公開していくと

いうこともたぶん出てくると思いますので、その辺も含めて８月に公募をかけて１０月の

１か月間で受付をして１１月に事務局のほうで書類審査をして１２月に再度委員会で審議

をしていただくという流れかなと今のところ考えておるところです。 

 

（会長）公募について何かご意見ございませんか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）我々が公募の内容についてここで協議しなくてはいけませんか。協議事項ではな

いでしょ、それは。事務局の仕事でいいんじゃないですか。 

 

（事務局）そのようにご意見をいただけるのであれば。 

 

（会長）何かご意見ございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）我々は出てきたものを審査するだけの立場ですからね。 

 

（事務局）そういうご意見であれば。 

 

（「いいです」と呼ぶ者あり） 

（会長）よろしいですか。 

 

（「事務局一任で」と呼ぶ者あり） 



 

（事務局）ありがとうございます。 

 

（事務局）そういうことであれば、先ほどの７月の委員会は省略させていただきまして、

１０月受付の１１月事務局審査、その審査結果といいますか、案を前回のように１２月に

挙げさせていただいて選んでいただくというような格好でお願いしたいと思います。 

 

（会長）それでは、この地域密着型介護福祉施設整備事業者（平成２９年度整備予定）の

公募については終わらせていただきます。事務局、その他なにかございませんでしょうか。 

 

（事務局）特にございません。 

 

（会長）それから、今後の計画についてはまた何かご提案があるんですか。 

 

（事務局）今後の計画とは整備とか、そういうことに関してでしょうか。 

 

（会長）はい。 

 

（事務局）介護保険事業計画ですけれども、今年度から取り掛からなくてはいけないとい

うことがあります。まず、来年の１月ぐらいから市民の皆さまにニーズ調査なりをさせて

いただいて、策定委員会というものがございますので、その中で来年度１年をかけまして

事業計画のほうを策定してまいりたいと思います。その時には皆さまのほうからもご意見

等をいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

 

（会長）それから、総合計画は何年まででしたか。 

 

（事務局）前年度市長が変わったということもあって、２９年、今まさに計画のほうを作

成しているところです。 

 

（会長）今見直してるんですか。 

 

（事務局）はい。平成２８年度１年間で終わっておりますので、平成２９年度から新しい

ものを策定させていただきます。 

 

（会長）といいますのは、総合計画ありきの下で我々のところへポンとこれだけ審査をし

てくださいと言われて、審査だけしていっていいものなのかどうか。あるいは先ほど話が



出ていましたように、定数というのはどこで決めるべきなのかという議論もここですべき

なのか。さらにもう１つは、介護保険計画の中でやっていただいたものをここへ下してい

ただいてやっていけばいいのか、というのもまたご意見がございましたら事務局のほうへ

言っておいていただけませんでしょうか。ここで議論していても時間がないので。他に何

か委員の方からご意見ございませんでしょうか。 

 

（発言する者なし） 

 

（会長）それではこれで平成２８年度第１回松阪市地域密着型サービス運営委員会を終わ

りたいと思います。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


