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平成１８年度 第１回 宗像市保健福祉審議会 議事録 
 
 
 

日  時：平成 18 年 11 月 6 日（月）19：00～20：30 
場  所：メイトム宗像 202 会議室 
出席委員：平岡会長、岡山副会長、小方委員、鴨川委員、 

古屋敷委員、香月委員、島崎委員、西﨑委員、 
野間口委員、藤井委員、山田委員、大和委員、 
力丸委員 

事 務 局：（健康福祉部長）城月部長 
（介護保険課）吉田課長、片山高齢者サービス係長 
（保健福祉政策課）永尾課長､柚木係長､溝俣 

 
１．開会 
 
事務局 こんばんは。本日は、喜多委員から欠席の連絡があっております。池浦委員も欠席です。小

方委員は少し遅れるとの連絡をいただいております。 
    健康福祉部長城月から、ごあいさつを申し上げます。 
 
（１）開会あいさつ 
 
部 長 みなさん、こんばんは。一日の貴重な時間にお越しいただきありがとうございます。昨年度

からいろんな制度改正があり、保健福祉のことがめまぐるしく動いております。委員の皆様方

の貴重なご意見をいただきながら、市民サービスあるいは住民が安心して暮らせるような福祉

の向上に努めたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
 

（出席職員の自己紹介） 
（配布資料の確認） 

事務局 本日配布の資料の中で、緑風園委譲関係資料につきましては、応募法人の個人情報に関わる

内容が含まれておりますので、審議会終了後回収させていただき、事務局で処分させていただ

きますので、ご了承ください。 
 
会 長 こんばんは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。先ほど部長さんがおっし

ゃいましたように、今、社会福祉の制度、システムが大きく変わろうとしています。いろいろ

お話したいこともありますけども、どうも明るい話がなかなかできないような状況にあるよう

です。 
介護保険にしても、新しく１０月から全面的に実施されました障害者の自立支援法にしまし

ても、当事者、特に利用者にとって様々な問題を投げかけていると思います。先日も学校の先

生方とこういう内容について話をする機会があったんですけども、学校の先生の方が非常に熱

心で、私は思わず社会福祉の施設関係の人たちは本当にここまで考えているのかなと思うぐら

い、どうしたらよいのか真剣に討論されていました。 
 今日は重要な案件もございますから、ぜひ率直なご意見を出していただければと思います。

よろしくお願いします。 
 
（２）委嘱状の交付、新委員の紹介 
 
会 長 新しい委員の方に委嘱状の交付と紹介をお願いします。 
事務局 宗像保健福祉環境事務所長の人事異動に伴いまして、財津委員が辞任されました。後任に現

宗像保健福祉環境事務所長でございます香月様に委員を委嘱させていただきました。 
委嘱状は、本来、市長からお渡しすべきところでございますが、本日公務のため、健康福祉

部長から交付させていただきます。 
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（委嘱状交付） 
（自己紹介） 
 

委 員 今年の４月１日から宗像保健福祉環境事務所の所長をしています香月といいます。宗像保健

福祉環境事務所は、ここは町村がありませんので、県の福祉行政の一番主なところは今、生活

保護行政ですが、その部分がぬけておりますので、どちかというと従来の保健所に近い事務所

だと思っていただければ結構だと思います。 
そういう中で、こういった審議会の委員に任命されまして、本当に分からないことが多いの

ですけども、皆様方のお役にたてるようがんばりたいと思っておりますので、よろしくお願い

します。 
 

 
（３）議事録（議事要旨）署名委員の指名 
 
会 長 議事録署名委員の指名についてをお願いします。 
事務局 本審議会の議事録につきましては、議事録署名委員を２人お願いすることとなっております。

１人は平岡会長に、もう１人を名簿順によりまして、岡山委員にお引き受けいただきたいと思

いますが、いかがでしょうか？ 
 

（異議なし） 
 
事務局 ありがとうございました。それでは、議事録署名委員を平岡会長と岡山副会長にお願いしま

す。後日、議事録の案ができしだい、みなさまに送付いたしますので、ご確認をお願いいたし

ます。 
 
（４）平成１７年度第２回宗像市保健福祉審議会議事録の確認について（報告） 
 
事務局 本年２月２１日に開催されました平成１７年度第２回宗像市保健福祉審議会の議事録につ

きましては、既に委員のみなさまに送付し、内容をご確認いただき、署名委員に署名をいただ

いて確認を終わっておりますので、本日は、処理手続きが終了している旨の報告とさせていた

だきます。 
 
２．報告 
 
会 長 報告事項が３点あがっております。事務局から説明をお願いします。 
事務局 次第書には３点となっていますが、本日は４点報告させていただきます。 
 
（１）介護保険地域密着型サービス事業指定候補事業者の選定状況について 

 

事務局 報告資料の１に沿って報告申し上げます。 
 地域密着型サービス事業、これは第３期介護保険事業計画に基づき実施するものですが、資

料の１番にありますように、日常生活圏を「吉武、赤間、赤間西、自由ヶ丘」のＡ地区、「河東、

南郷、東郷、日の里」のＢ地区、「田島、神湊、池野、岬、大島」のＣ地区、この３地区の圏域

に分けて、サービスの需要や介護保険事業の財政状況をみながら、平成１８年度からＡＢＣの

順で毎年整備を行うこととしています。 

 その下の方が整備を行う事業を表にしたものです。①の施設、③の施設、⑤の施設、⑥の施

設を平成１８年度、１９年度、２０年度にこういったスケジュールのもとに整備を進める予定

にしています。 

 この中で、平成１９年度につきましては、老人福祉センター宗寿園の民間委譲を計画してい

ます。これと絡めながら地域密着型サービスの施設を整備することとしています。 

 続きまして２番、選定・整備スケジュールですが、２ページ、今年は先ほどの表の③と⑤と

⑥の３つの施設を１セットとして整備する計画で進めてまいりました。 

 表の左側ですが、６月１３日に説明会を開催、７月３１日に締め切り、ここでは２事業者か
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ら応募がありました。８月に選考委員会を開きまして、９月に地域密着型サービス運営委部会

を開催し、９月１５日に指定候補者の決定をしております。 

 ところが、１０月５日になりまして候補事業者から辞退の申し出がありました。これを受け

まして、運営部会では、もし辞退があった場合は、次点の事業者にあたるよう決定をいただい

ておりましたので、今現在、次点の事業者と折衝中でございます。感触としましては、なんと

かなるんじゃないかという気がしていますが、今週ご回答をいただけると思います。 

 

（２）食育推進計画の策定について 

 
事務局 報告資料の２をご覧ください。 

 日本全体の食をめぐる危機的な状況を受けまして、平成１７年６月に議員立法で食育基本法

が成立しました。これを受けまして１８年３月には、国の食育推進基本計画、また県の食育推

進基本計画が策定されております。 
 こういった背景のもと、本市におきましても、食育推進基本計画を現在策定中でございます。

資料の３番に、計画の期間、平成２０年度から５年計画としています。４番の計画の策定の方

法につきましては、現在、職員のワーキングで原案を作っております。来年の秋頃にはこの審

議会の方に諮問を行うことになろうかと思います。 
 ５番の計画の骨子ですが、６項目になっておりまして、１点目が、家庭、地域における食育

の推進、２点目が、保育園、幼稚園、学校における食育の推進、３点目が食生活改善の推進、

４点目が地産地消の推進、５点目が食育活動の支援、情報提供、６点目に環境に配慮した食育

の推進、この６点が計画の骨子となります。これに宗像の特徴的なものを織り込んでまいりま

す。 
 再度申し上げますが、１９年の秋頃にこの審議会の方に諮問させていただく予定です。 

 

（３）障害福祉計画の策定について 

 

事務局 資料の３をお願いします。 
 平成１７年１０月に障害者自立支援法が成立いたしました。この中で、市町村には障害福祉

計画の策定が義務付けられております。資料２番に計画の概要を書いております。３点ござい

ます。①障害者の自己決定と自己選択の尊重、②市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害

の制度の一元化、③地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備です。 
 ３番の計画の期間ですが、平成１８年度から２０年度までを第１期、平成２１年度から平成

２３年度までを第２期とする。この計画につきましては、来年の２月頃にこの審議会に諮問さ

せていただく予定で進めております。よろしくご審議のほどお願いしたします。 
 
 

（４）発達障害について 

 

事務局 次第には書いてはおりませんが、発達障害について、現在準備をすすめておりますので、口

頭で、その状況あるいは今後の計画についてご説明申し上げます。 
 発達障害、これは自閉症やＬＤ、ＡＤＨＤといった通常低年齢で発現する脳機能の障害を言

います。文部科学省の調査では、児童生徒の約６％がこの障害に該当すると。非常にこれから

先大きな問題になると思います。 
 本市の現状では、先進的に取り組んでおりまして、平成１５年度に文部科学省のモデル事業

を実施しており、各小中学校において支援に取り組んでおります。自由ヶ丘小学校では、通級

指導教室を設置しております。また、メイトムのぞみ園では、軽度発達障害の療育を実施して

おります。 
 そこで、宗像市がやろうとしていることは、就学前の幼児を対象に、早期発見、早期療養、

相談、また関係者の研修、こういったものを進めていくために現在取り組んでいるところです。

具体的には、平成１９年度には専任の嘱託職員を配置します。平成２０年度秋頃には発達支援

センターをできればメイトム内に設置しまして、ここで乳幼児期を対象に早期発見、早期療養、

相談、保育園・幼稚園、小中学校の関係者の研修、こういったものを総合的に進める支援セン
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ターを設置する予定でございます。 
 

会 長 事務局の方から４点報告がございましたが、お聞きになって何か疑問に思われた点、質問等

がございましたら、どうぞ。 
 
委 員 資料１ですが、手をあげている事業者は、それぞれいくつありますか。 
事務局 応募は、２事業者ありました。平成１８年度は、サービスそれぞれではなく③⑤⑥の施設を

まとめて１セットで実施する事業者を募集しまして、２事業者から応募があり、１事業者を決

定しましたが、残念ながら辞退の申し出があり、次点の事業者と折衝しております。 
委 員 障害者福祉計画の策定についてですが、検討委員会の中で、どんな意見などが出ているのか

ということが１点、それから、発達障害について、発達障害支援センターをつくっていきたい

ことのことですが、宗像市内のニーズはどのくらいあるのか把握してあればお伺いしたい。 
 今、のぞみ園とかがありますが、新しく組み替えていくこととなると、それだけ来ていただ

けなければならない訳ですけれども、実際に発達障害自体を発見するのが難しいと思っている

のですが、ニーズがどのくらいあるのか把握してあれば教えてください。 
事務局 障害福祉計画に対する意見ですが、新聞でもいろんな問題等が出ておりますが、こういった

ことが策定の過程の中でも出されております。今回、必要な量、見込みを出す必要があるわけ

ですが、これは試算、推計が非常に難しいという話が出ています。 
次に、発達障害のニーズですが、まず自由ヶ丘小学校の通級教室の入級者がどうなっている

かを申し上げます。平成１５年度が１０人、平成１６年度が１２人、１７年度は倍増しまして

３０人、１８年度は約１．５倍の４３人、この４３人以外に７人が相談をしている状況です。

従いまして、本当に１．５倍、２倍といった形で増えてきています。 
ニーズは、先ほど申し上げました全児童生徒の６％、こういった数が潜在的ニーズとしてあ

るものと考えております。 
委 員 障害者福祉計画の策定には、この審議会の委員の方も出ておられますので、ご存知の内容が

あれば教えてください。 
委 員 まだ第１回の検討委員会ということで、みなさんに集まっていただいてご検討願いましたが、

なかなかもう一つぱっとしなくて、漠然として意見もまばらだったですね。特に精神障害につ

きましては、役所のアンケート調査などによる結果と実態とに乖離があるのではないかと、一

部の委員さんから意見が出されておりました。 
委 員 発達障害の件ですけども、幼稚園、保育園と発達支援センターとの連携がこれからできてく

るのでしょうけれども、幼稚園、保育園でも積極的に受け入れて、集団生活の中で発達障害の

子どものことを考えているんですけれども、その場合に私立ばかりでございますので、人的な

サポート並びに施設的なサポートがかなり必要になってきます。人的なサポートが援助が少な

くて受け入れられない、それから、今言われたような研修は、十分研修を受けていない保育士、

教師がいますので、非常に大事だとは思うんですけど、各幼稚園も保育園も困っていらっしゃ

るのが現状だと思いますので、そういった声も拾っていただきながら、今後ワーキングにあた

っていただいて、つくっていただければと思いますので、そういった現場の声もよろしくお願

いします。 
会 長 そういったことを計画の中で反映させていただきたいと思います。 

 障害福祉計画につきましては、自立支援法に基づき策定されますが、ぜひ当事者の意見を聴

かれて、当事者のための計画になるようにお願いしたいと思います。 
発達障害支援センターについては、就学前の療育が中心になるようですけども、宗像市は特

別支援教育のモデル事業を展開されてきたこともあり、来年４月から特別支援教育がスタート

して、再来年から本格的に始まるということです。発達障害というのはどういう子どもをいう

のか、なかなか難しい。特に学習障害とかＡＤＨＤが非常に人数が増えてきているとのことで

すが、専門家の中には文部科学省の５％、６％は果たして適切な数値なのかとも言われたりも

しておりますが、いずれにしても、これまでそういった子どもたちになかなか焦点があてられ

なかったものが、この発達支援センターで必要なサービスが利用できるということは、とても

大事なことだと思います。特に就学前ということになりますと、親への支援活動も含めてぜひ

取り組んでいただきたいと思います。 
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３．審議 
 
養護老人ホーム「宗像緑風園」の民間委譲に伴う委譲先について 
 
会 長 本日の審議事項について、事務局から説明をお願いします。 
事務局 まず民間委譲の概要について説明し、その後、選考の経過等について説明いたします。 

養護老人ホーム宗像緑風園については、民間に委譲するという方針が出ております。民間委

譲の方針につきましては、宗像市行財政改革大綱・アクションプランで、宗像緑風園を平成１

９年度に民間に委譲することを決定しております。これに基づきまして、作業を進めていると

ころです。 
この方針の決定にあたって、民間委譲の理由は大きく３点ございます。１点目は、市立施設

は民間施設が不十分な時代に整備され、市全体のニーズに対応してきたが、民間施設が量的に

も質的にも充実してくるにつれ、市立施設の占める相対的な位置付けが大きく変化しているこ

と。２点目に、急速に変化する社会状況の中では、民間施設の方が多様化するニーズにより柔

軟かつ迅速に応える経営が可能となること。３点目が、民間委譲することで、サービスの水準

を下げることなく、コストの削減が期待できること。削減できたコストは、違う社会福祉のニ

ーズに対応できる。この３点がアクションプランによる民間委譲の理由です。 
２番目、委譲年月日は、平成１９年４月１日。 
３番目、委譲に係る土地、建物等の物件の取扱い、まず、土地につきましては、無償貸与で

す。建物、工作物、樹木につきましては、現状のままで無償譲渡する。物品等も現状のままで

無償譲渡する。 
委譲の条件ですが、資料には９点掲げておりますが、大事なところのみ説明いたします。ま

ず、①宗像緑風園では、５０人の定員で運営していますが、これを存続すること、そして現に

実施されている行事を継続すること。③同敷地内に隣接する「宗像市介護予防デイサービスセ

ンター」の管理に関する業務の指定管理者となること。④デイサービスセンターで実施される

生きがい活動支援通所事業に、給食及び入浴サービスを提供すること。⑤配食サービス事業及

び生活管理短期宿泊事業を受託すること。⑦職員数は、国の基準を満たすこと。⑧入所者の処

遇の維持向上に努めること。 
こういった現状のサービスを低下させることなく、もっとサービスを向上させてほしいと、

こういう条件をつけております。 
次にスケジュールですが、８月１５日の広報で公募説明会の開催をお知らせしています。８

月２５日に公募説明会を開催しました。３法人が出席しております。８月３０日に現地説明会

を開催しました。２法人の出席です。９月８日に申込み意向確認書の提出を締め切りました。

１法人から提出がありました。９月２９日に応募書類の提出を締め切りました。１法人の提出

がありました。社会福祉法人柏芳会記念福祉事業会、現在、宗像緑風園の指定管理者として管

理運営を行っている法人です。 
１０月１６日に選考委員会を開催しました。選考委員会は、庁内の助役をトップに関係部課

長で構成しています。ここでは、応募書類の提出がありました柏芳会記念福祉事業会を宗像緑

風園の委譲先候補者として選定しております。そして今日、保健福祉審議会においてこの選定

についてご協議をお願いしております。 
これを受けたあと、１２月に議会に議案の提出を行います。この議案は、建物の無償譲渡を

いたしますので、その関係の議案です。議決を受けて、４月１日には民間委譲するスケジュー

ルで進めたいと考えています。 
引き続き選考の経過について、説明いたします。 
 

事務局 選考委員会の経過等についてご説明申し上げます。資料の「宗像市養護老人ホーム宗像緑風

園を委譲する社会福祉法人公募の経過など」をご覧ください。１番の経過については、先ほど

説明したとおりでございます。 
２点目の宗像緑風園の概要についてですが、昭和３０年４月１日に宗像町立養護施設宗像緑

風園として開園、昭和３８年８月１日、宗像町立老人ホーム宗像緑風園と改めています。昭和

６１年３月３１日には鉄筋コンクリート造りに改築竣工、平成１１年４月１日から管理運営を

民間委託しておりますが、この民間委託については保健福祉審議会において審議されておりま
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す。平成１８年４月１日からは指定管理者制度による管理運営を行っております。 
所在地は宗像市武丸１,０６６番地、建物の面積は２,３２７㎡で一部２階建てとなっており

ます。定員は５０人で、入居者の状況は資料の表のとおりとなっています。１８年３月末現在

で市内入所が３０人、市外入所者が２０人となっています。 
次に評価の基準でございますが、公募の説明会におきまして必須要件や評価項目を示し公募

を行いました。必須要件としては、資料のとおり市の指定条件、資金の状況等を定めておりま

す。評価する項目としては、応募理由などの基本方針、利用者へのサービスなどの運営方針、

利用者保護対策や将来を見据えた方針等について定めており、法人から提案をいただくもので

ございます。 
次に、選考委員会の設置要領でございます。第３条にありますとおり、助役以下８人で構成

する選考委員会で審査を行いました。資料インデックスの応募書類以降が法人から提出された

応募書類となっています。法人の状況と先ほど申し上げました評価項目に沿った運営方針等の

提案部分となっています。それ以降は、法人の決算書、緑風園運営に係る資金収支見込み計算

書、預貯金の残高、協力医療機関、納税証明書等、こういったものが法人の状況として提出さ

れています。 
次に選考委員委員会の審査状況を説明いたします。資料インデックスの選考委員会議事録等

のページをご覧ください。選考委員会は１０月１６に開催いたしております。出席者は委員８

人全員と事務局１人出席です。応募法人からは、理事長職務代理者と施設長の２人が出席され

ました。審査の手順ですが、①法人からプレゼンテーション（３０分程度、）②質疑応答（３

０分程度）、③プレゼン及び質疑応答終了後、法人に退室いただき、④選考作業を行いました。 

１法人の応募しかありませんでしたが、委譲先法人としての妥当性検証のため、採点を行

いました。委譲可とするクリア基準は、１００点満点のうち６０点と定めました。 

評価項目と配点でございますが、資料の「評価項目配点」のところをご覧ください。評価

項目として示しました項目ごとに点数を定めております。それから、評価の視点ということで

基準を定めております。 

基本方針の部分につきましては、評価の視点として「本項目では、法人の基本的な考え方に

ついて、説明を求めている。特色が出にくいところではあるが、一般的な観点から、委譲先法

人として適切であるかどうかを評価されたい。」と定めています。次に運営方針のところでは

評価の視点として「本項目では、事業所の運営方針について、説明を求めている。具体的な取

組みの内容等を踏まえて、先進性や実現性について評価されたい。利用者へのサービス提供面、

特に現入所者に不安を与えることなくスムーズに委譲ができる方策等に考慮されたい。」と定

めています。次に利用者の保護対策につきましては「本項目では、利用者保護の考え方につい

て、説明を求めている。具体的な取組みの内容等を踏まえて、特に、利用者保護のための具体

的システム等について評価されたい。」と定めています。次に将来を見据えた方針につきまし

ては、評価の視点を「本項目では、地域住民との連携のほか、地域社会に溶け込む工夫などに

ついて、どのような事業展開を考えているのか説明を求めている。具体的な取組みの内容等を

踏まえて、特に、独自性や先進性について評価されたい。」としています。次にその他の項目

といたしまして、評価の視点を「本項目では、事業計画全般についての具体性・実現性と継続

性について判定する。特に「計画概要」と「資金計画」に無理がないか等について評価された

い。また、その他の創意工夫や取組みに特徴があれば評価されたい。」という視点を定めて評

価をいたしました。 
次に必須要件の状況です。公募時に示した項目については、表の「提出書類から関連箇所の

抜粋」「関連ページ・判定」に記載しているとおり、すべて良と判断しています。 
評価項目につきましては、項目ごとに、表の右端のとおりに配点し、各委員が採点を行いま

した。法人が提案した主な内容は、「提出書類から関連箇所抜粋など」と記載している欄のと

おりとなっています。 
選考委員会における質疑応答について説明いたします。 

Ｑ１ 福岡県による指導監査、実地指導による指導・指摘事項の改善状況のなかで、「予定」

や「準備中」と記載されているものがあるが、現在の状況は。 

Ａ１ ３月現在での報告であり、５月で改善措置を終わっている。研修が必要なものや現在の

評議員の任期（１２月まで）が終了しなければならないものについては、１２月までに終

了する。指導・指摘事項はすべて対応できている。 
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Ｑ２ 運営方針等についての提案（No.１５ 将来を見据えた方針、No.１６ 事業計画の具体

性と継続性、その他創意工夫や取組みの特徴）の中で、地域交流、地域対策等の記載があ

るが、こうした地域交流、地域対策について、何か具体的な考えがあるか。 

Ａ２ 宗像市はコミュニティ活動が盛んであり、吉武地区コミュニティ運営協議会会長が当方

の理事をされていることもあり、地域の活動に積極的に参画していきたい。 

また、当方の職員には地元婦人会の方もおられ、婦人会で何か協力できることはないか

等、いろいろな提案があり、運営や地元雇用の面に関して大変助かっている。 

緑風園は決して閉ざされた施設ではなく、いろいろな方が遊びに来られて構わない。地

元の実習施設として活用してもらいたい。３大学、小中高校にも使っていただければあり

がたい。 

Ｑ３ １７年度決算書 柏芳会記念福祉事業会 財産目録 負債の部の中で、「６ 短期借入

金 70,344,585 円」の記載があるが、この借入目的など、内容について説明を。 

Ａ３ 130 万円は、在宅支援センターに収入がないので、この社会福祉事業会計に移行してい

るもの。資産の部では貸し付けで計上している。 

6,900 万円は、田川新生病院職員のボーナス等の手当であり、つなぎの運転資金である。 

Ｑ４ 宗像緑風園運営に係る資金収支（見込）計算書に関連して、将来予想される施設の修繕

費について、資金の手当などの考え方があるか。 

Ａ４ 築２０年を経過しており、内装や設備は耐用年数を経過している。収支計算書に計上し

ている 400万円程度が既存設備整備のために年間に使える金額と考えており、支出抑制の

努力をしていく。 

   今後、個室化やバリアフリー化を計る上で、２階建て部分がネックになっていおり、課

題となっている。また、台風時の横風による降り込みがあり、この改修は金額的に大きく

なることが見込まれる。これらをどうするのかは、まだ具体的なものはない。  

Ｑ５ 平成１５年から義務付けられていない第三者評価を受けているようだが、今後も自主的

に受けていく考えなのか。 

Ａ５ 透明性の確保、情報公開、職員のレベルアップに大きな効果があった。今後もぜひ続け

ていきたい。 

Ｑ６ 今後、ユニット型に換えていく考えは。 

Ａ６ 部屋の配置換え、個室化を図る必要がある。エリアの設定を行い、例えば食堂で食事を

するという発想をやめて、ふれあいコーナーを利用することで棟ごとの交流を図るなどを

ユニットとして考えながら、徐々に進めていきたい。 

Ｑ７ 施設内の人的交流（学生等との）について、入所者の反応はどうか。 

Ａ７ 入所者に無理、強要は決して行わないが、ある程度の交流が行われており、とけこまれ

ていると考えている。 

Ｑ８ 定期的に消防訓練が行われているが、スムーズに実施できているか。 

Ａ８ 避難時に個人ごとの速度が違うので、初期消火をやらずに人命尊重を第１優先とし、ま

ず安全なところに避難させることを重視している。日頃から火災の原因となるものを排除

することを心掛けている。  

Ｑ９ 現在、台風や地震時には夜中でも十分な対応をしていただいているが、委譲後も同様の

体制をとっていただけるか。 

Ａ９ 宿直体制は常々とっているとおりであり、将来とも実施していく。 

Ｑ１０ 今後、介護保険対応を考えるとのことだが、特定施設の指定を考えてあるのか。 

Ａ１０ ３年間は県が指定しないのでその後の対応となる。現状では３年間は外部の介護保険

事業所サービスを使う。 

以上の質疑応答がございました。 

 次に、法人に退室いただき審査を行いましたが、その中で担当であります介護保険課長の方

から、これまでの委託状況について報告があっております。「本法人は、管理運営委託に引き

続き指定管理者となっている法人であり、これまで運営その他に何も問題はなかった。市の指

示にも迅速に対応できる体制がとられている。」と説明がありました。 

 採点の結果でございますが、各委員の採点は、７０点から８１点（平均７５.２）となって

おります。従って、本選考委員会としては、柏芳会記念福祉事業会を緑風園の委譲先として選

定することでよろしいかという委員長からの確認があり、異議なしということで選考委員会を
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終了しました。 

 以上の選考委員会の状況を踏まえまして、選考委員会の内容をまとめたものがございますの

で、資料の「選考結果」のところをご覧ください。３番で選考委員会の審査内容をまとめてお

ります。 

（1）現宗像緑風園の管理運営法人であり、委譲に際し、入所者の環境変化がほとんどないこ

と。 

同法人は、平成１１年に園の運営を民間委託する際、当時応募のあった４法人の中から、

選考審査委員会及び宗像市保健福祉審議会を経て、委託先法人として決定された法人であ

る。 

また、同法人は、平成１８年からは指定管理者制度により園の管理運営を引き続き行っ

ていることから、園の運営に係る各種マニュアルも策定・運用されており、これまで園の

運営その他に何も問題は発生しておらず、市の指示にも迅速に対応できる体制が確保され

ている。 

従って、同法人への委譲に際しては、入所者の環境変化はほとんどないものと考えられ

る。 
（2）社会福祉事業経験が豊富であること。 

同法人は、現宗像緑風園の管理運営をはじめ、ケアポート玄海、ケアハウスはまゆう等、

社会福祉事業の豊富な実績、経験があること、また、自主的に第三者評価を受け、透明性

の確保や職員のレベルアップを図っていることから、入所者に対し十分かつ適切なサービ

ス提供が可能である。 
（3）運営方針、資金計画等が適切であること。 

公募にあたり提出を求めた資料を評価基準に照らし合わせた精査や、本選考委員会での

質疑応答の結果、次のとおり判断される。 

①応募理由、経営理念、利用者保護対策等、本市が求める運営方針が十分かつ適切に示

されている。 

②資金計画や３年間の運営シミュレーションからみて、園の運営に問題点はないと判断

される。また、施設運営に係る資金力も預貯金等からみて十分あるものと認められる。 

③地域との交流、地元雇用、医療機関との連携、法人の持つ機能ノウハウの提供等、入

所者が地域で安心して生活できる環境構築や法人としての地域貢献など、将来を見据

えた方針が明確である。 

 こういった点を選考委員会のまとめとしております。以上で、選考委員会の状況について

説明を終わります。 

 

会 長 ありがとうございました。事務局から説明をいただいた内容について、何かご質問等がござ

いましたら、どうぞ。 

委 員 緑風園のところにはデイサービスがありますが、運営は宗像市が行っているのですか。この

収支の資料がなかったので確認です。 

事務局 宗像市が運営を行っています。 

委 員 資料の記載の確認ですが、報告資料１、地域密着型サービスの４、これは１８年度中となっ

ているが、これは１８年度中ですか、１９年度中ですか。 

事務局 もともとは、１８年度中だったのですが、宗寿園の民間委譲を進めようとやってきましたが、

資料の訂正ができておりませんで、宗寿園の民間委譲については、平成１９年度でございます。 

委 員 スケジュールのところに、宗寿園・緑風園とありますが、緑風園については、先ほどから説

明がありましたのでわかりましたが、宗寿園についてもこのスケジュールで進んでいるのです

か。 

事務局 先ほど申し上げましたとおり、宗寿園は平成１９年度に公募の作業を進めてまいります。１

９年の４月以降に説明会、そして公募の締切り、選考委員会となります。 

委 員 そこで確認ですが、表には宗寿園・緑風園と書いてありますから、そのスケジュールのとお

り進んでいるのかと誤解を生じますので・・・。 

事務局 この資料から宗寿園を消していただきますようにお願いします。申し訳ございません。 

会 長 宗寿園の方は、来年のことでございますので、本日の報告資料には宗寿園とありますが、削

除して緑風園だけとしてください。 
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委 員 宗寿園も今後予定のスケジュールにのっていると説明があったと理解してよろしいですか。 

事務局 はい、結構です。 

委 員 この法人の代表者の方は、自身がこの柏芳会という法人をつくってあるのですか。それとも

雇われて理事長となっているのですか。 

事務局 この理事長の方は、設立者ではございません。この法人は麻生グループが設立者です。その

中で、病院の院長でありました方が理事長の職に就いてあるものです。 

委 員 土地の１０年間の無償貸与についてですが、そういうことはないとは思いますが、例えば７

年目８年目にうまくいかないといったことがあった場合に、土地に関しては何も問題はないの

ですか。 

事務局 民間委譲については、いろんなケースが考えられます。可能な限りそういったケースを想定

しながら、対応策を契約の中で結ぼうと考えております。例えば、土地の一つの目安である１

０年間、その前に委譲先の法人が何らかの理由で経営ができるかできないかという状況になっ

た場合、その時点で契約解除ということになりますので、建物についても無償譲渡を解約する

こととなります。 

例えば、委譲先が土地建物を勝手に処分することに対しては、契約書で建物については、譲

渡、貸付、担保をやってはいけませんよと、土地については、権利の譲渡、担保、そういった

ものを禁止しています。違反した場合は、契約そのものを解除しますと、こういったものを付

けようと考えています。 

いずれにしても、信頼関係の下に民間委譲というのは進めておりますし、そのために提出書

類を求め、選考手続きを進めておりますので、いろんなケースが考えられますが、その場合で

も、土地、建物は市民の財産ですから、きちんと補てんできるような形をとってまいります。 

委 員 ４つ質問があります。第１は他の自治体で譲渡されたような先例がありましたら教えてくだ

さい。２点目は宗像市行財政改革大綱アクションプランの一環として、民間委譲することを決

定されたということですが、市民の財産を委譲するということですので、議会の承認のプロセ

スについてどうなっているのか教えてください。３点目ですが、民間委譲の理由の３番目にサ

ービスの水準を下げることなく、コストの削減が期待できるとのことですが、この法人は現在

宗像市から委託をされて宗像緑風園を運営していると思います。この状況のまま委譲されると

いうことでコストの削減が期待できるということですが、現在多分ぎりぎりでやってらっしゃ

ると思うのですが、この上何がコストの削減が期待できるのか教えてください。コストの削減

とかメリットがないのであれば、委譲じゃなくて委託のままでも構わないんじゃないかと思っ

たりもしています。それから４点目は、宗像緑風園の入所者の方には身寄りのない方もいらっ

しゃるので、納骨堂はどうなっているのか教えてください。 
事務局 まず先例についてですが、たくさんあります。県内では、福岡県の養護老人ホームを平成１

４年度中に本市と同じ条件で民間に委譲しています。大牟田市の養護老人ホームも１７年度末

に同条件で委譲されています。他、愛知県、大阪府、東京都、福岡都市圏広域事業組合、こう

いったところでも、養護老人ホームや特別養護老人ホームが委譲されています。特に問題は生

じておりません。 
アクションプランの議会の承認の件ですが、アクションプランは平成１６年度に協議を行い

まして、議会の方にもポイント、ポイントで諮りながら、 終的には議会の全員協議会で承認

をもらってアクションプランを策定しております。従いまして、アクションプランの事項につ

いては、議会も同意している内容となっております。 
３点目のコストの削減について具体的にどのようなものがあるかということですが、大きな

ものにつきましては、これから先、建物が古くなってまいりますと、修繕関係が出てまいりま

す。それから、個室化、ユニット化の問題、こういったものについて直接的に市の負担が発生

しないことになります。 
納骨堂の問題ですが、社会福祉法人は納骨堂は持てないので、現状のままとして、火葬場の

改修計画にあわせて移転してはどうかと考えております。納骨堂は今回の委譲の対象外として

います。 
事務局 コスト削減についての具体的な金額ですが、はっきりしている点を申し上げます。緑風園の

入所者は、先ほどの説明のとおり、市内の方が３０人、市外の方が２０人となっています。市

の直営ということで、５０人分の事務をすべて市で取り扱っておりますが、これが民間になり

ますと、市外の２０人につきましては、民間給与改定費を措置元の市町村が負担することにな
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ります。これで年間約３２０万円が減額となります。 
それから、市外の方２０人の事務処理等を市の担当課でやっていますが、これが直接、民間

となった緑風園と措置元の市町村とのやりとりとなります。現在は、宗像市から措置元の市町

村に負担金請求書を送り、措置元は宗像市に負担金を支払い、宗像市から緑風園に委託料とし

て支払うということになっていますが、この市外２０人の負担金が宗像市を通さずに直接緑風

園に支払われることとなりますので、事務効率の向上が図られます。 
このように、金額の面、事務効率の面でもかなりの事務の省力化が図られ、行革の推進に資

するものと考えています。 
委 員 一市民としてみた場合心配なのが、完全に委譲してしまえば、市としての指導や監理するこ

とはできなくなってしまうのでしょうか。 

事務局 市は、市民の方を緑風園に措置し、費用を支払うことになるので、園が適正に運営されてい

るかどうか、サービスに問題がないかどうかなど、当然、監視、指導する立場にございますの

で、そういった点は、今までと変わりはありません。 
委 員 県の監査はありますか。 
事務局 指導、助言がなされます。 
会 長 初歩的なことですけども、緑風園は養護老人ホームですが、委譲先の法人が例えば特別養護

老人ホームに変えるといったことができるような契約となるのか、それから、昭和６１年に鉄

筋の建物に改築されていますが、もし建物を建て替えることは、法人は自由にできるのですか。 
事務局 当然、市と協議を行った上でのこととなります。 
会 長 養護老人ホームというのは、どちらかというとその方たちの住居を用意するものですが、特

別養護老人ホームになりますと、これは介護ということになります。 
事務局 指定は県が行い、計画的に圏域ごとに何床つくるとなっておりますので、それに沿わないと

変えられないのが現状でございますし、今回、養護老人ホームとして存続させることを条件に

委譲するものでございます。この先１０年、２０年経つと制度の状況が変わるかもしれません

が、今のところ変更することを認めることはございません。 
そのため、土地は貸与で市のものということで担保し、違反があれば契約を取り消すことに

なります。 
委 員 介護保険法の一部改正に伴って、老人福祉法が改正されましたが、養護老人ホームそのもの

はのっておりませんので、措置機能として、法律が改正されて養護老人ホームがなくならない

限りは、今の施設は存続されるであろうと思います。 
ただ、今度の改正により、１０月１日から介護保険の指定事業所、県は計画により３年間は

指定しないとしていますが、指定事業所として指定を受けて、介護保険の一部導入が可能にな

っています。養護老人ホームとしての機能はもって、その中で介護保険を利用する入所者に対

する施策がとられるということになりますね。 

事務局 そのとおりです。将来的には、緑風園で介護事業所としての指定を受けて、介護事業をその

中でやっていくということになることも考えられます。 
委 員 譲渡の条件として、引き続き定員を５０人とすることとなっていますが、民間に完全に譲渡

されても、国、県、市の監督権限はきちんと残っていくわけですし、これに関連して、養護老

人ホームですので、緊急避難でお年寄りを入れなければならない場合があるわけですが、そう

いう時に、民間に委譲されたことにより、緊急避難で入られないということがないように、契

約などで十分詰めていってほしいと思います。 
会 長 他にご意見等ございませんか。 

それでは、事務局からご説明がありましたように、宗像緑風園を社会福祉法人柏芳会記念福

祉事業会に民間委譲することについて、本審議会としても、ここに委譲するということでご承

認いただけますでしょうか。 
 

    （異議なしの声あり） 
 

ありがとうございました。それでは、本審議会も宗像緑風園の委譲先を社会福祉法人柏芳会

記念福祉事業会とすることについて承認することといたします。 
本日の審議事項は、これで終了します。 
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４．次回の開催について 
 
事務局 次回は、平成１９年２月に予定いたします。後日、日程調整を行います 

審議事項等につきましては、障害福祉計画（案）についての諮問、平成１９年度健康福祉部

の主要事業について（報告）、その他を予定しております。 

 

会 長 ありがとうございました。長時間にわたってご協議をいただきまして、本日のメインの議題

であった宗像緑風園の委譲先も、本審議会が承認するということになりました。 

本日は、これにて終了いたします。ありがとうございました。 
 
事務局 ありがとうございました。なお、委譲先法人に関する資料につきましては、回収させていた

だきますので、よろしくお願いしたします。 
 


