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◎ 開会の宣言 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、民生常任委員会を開催いたします。本委員会については、

傍聴を許可することにご異議ありませんでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。  

  

○委員長（鈴木宏征君） 次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。  

○事務局主幹（中村英二君）  本日の委員会は所管事務調査としまして、特別養護老人ホーム

寿幸園の今後の方向性等についてを予定しております。午前中、施設等の確認、説明を受けて

おります。これから関係資料に基づいて説明していただく中で、今日と明日と二日間予定して

おりますが、これについては進行状況を見てということになると思います。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、これより所管事務調査を行います。それでは、執行部の

方から説明をお願いします。丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  寿幸園の改築を担当しております、丸山でございます。座って説明を

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私の方から今回３月の末に出てきま

した、改築事業の基本計画書と。それと、当然この計画を遂行するにあたって、建設費の問題

がございますので、従来、社会福祉施設整備補助金として国費補助がございましたが、この制

度が変わりまして、地域介護・福祉空間整備等交付金ということになってます。このスケジュ

ール等申請内容について、実は定かでないところがあるんですが、大まかな内容について説明

をさせていただきたいと思います。なお、先ほど議会事務局さんの方からお話ありましたとお

り、この基本計画の中身について専門的な部分につきましては、設計コンサルタントの日本都

市設計さんにもおじゃまさせていただいておりますので、専門的な説明については都市設計さ

んの方からお願いするような形になります。  

それでは、お手元にお配りしてます基本計画書の方を先ず。中身につきましては、１月の２

７日にかなりの部分を説明しておりますので、１月２７日に説明した以外の事項で概要につい

て若干説明をさせていただきたいと思ってます。一番後ろをお開きいただきたいと思います。

この基本計画につきましては、策定委員会を設定いたしまして、委員長に寿幸園の千石園長さ

んにやっていただきまして、委員には寿幸園の管理栄養士でございます池田まるみ。主任寮母

の前川みどり。都市整備課の方からは田中主幹、瀬賀重史主任。更には健康福祉課の方の山口

和雄参事の方に参加をいただきまして、私が事務局長を務めさせていただきます。なお、この

策定委員会に部外委員といたしまして、日本都市設計の佐藤常務と中塚主査の方から出席をい

ただいて、この計画書をとりまとめてございます。  

それでは、１ページ目から簡単に説明をしてきたいと思ってます。基本計画の策定の目的で

ございますが、これは１月に説明しておりますが、とにかく入居者が住み慣れた町で、住み慣
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れた施設に入っていただくと。心身共に安定した中でもって、快適な特養としてのサービスを

していただけるような形で策定を検討したと、こういうことになってございます。計画の賦与

条件Ⅱの２でございますけれども、先ほど午前中見ていただきましたとおり、いきいき４・６

の前で基本的な設計を組んでございます。敷地面積が約３６，１０９㎡。この内で既にいきい

き４・６として 3，８５８㎡が建設済みでございます。計画の条件としましては、概ね 7 億８，

０００万円以内で建物が建てられるような形で、外構工事を除いて設計をしております。収容

規模につきましては、特養部分が５０名。ショートステイが１０名。合わせて６０名、６ユニ

ットで括っております。老人ホーム施設内必要室としましては、これは法律上、制度上施設要

件が定められておりますので、老人福祉法、あるいは介護保険法に基づいて必要な施設を置く

という形の中で整理をされております。 

２ページ目をお開きください。２ページ目には、この特養を建てる際に建築関係の基準とな

ります法律について列記をされております。当然建築基準法あるいは消防法、更には老人福祉

法、介護保険法に基づく所定の法律、法令を守りながら建設をされていくと。それともう１つ

は右側に、ハートビル法、北海道福祉のまちづくり条例がございます。これは高齢者を含めて

人に優しい建物を造っていきましょうと、こういうことが北海道のまちづくり条例の中で規定

をされてございますので、例えばこの項目で何項目かありますが、こういった項目については

出入り口、廊下等、こういった項目についてはきちんと配慮するような形で施設を建てていた

だきたいと。いわゆるバリアフリーを考えて建物を造ってくださいという形の中で基本設計が

作られております。 

 ３ページ目をお開きください。３ページ目につきましては、１月２７日の全員協議会の中で

説明をさせていただいているとおりでございます。基本理念といたしましては、この基本理念

だけ朗読をさせていただきます。基本理念。長寿社会において最も大切なことは心身共に健康

であることです。長寿社会における課題点は、お年寄りが抱えるこれからの生活への不安、地

域社会との繋がりの希薄化、肉体的精神的虚弱化による活力の低下が考えられます。これらの

課題点を解決するためには、段階的虚弱化に対応し、入居者が安心して定住および社会に参加

し続けられる施設づくりが最も重要です。健康なお年寄りから介護を必要とされる入居者まで

のあらゆるニーズに対応し、心身共に健康であり続けられるプライベートからパブリックへの

段階的ケアを提案します。小規模生活単位型という新しい特別養護老人ホームを基に、特別養

護老人ホーム寿幸園のあり方を、次のように考えます。右下の方の図を見ていただければ分か

ると思いますが、プライベートからパブリックへ段階的にケアを行っていきますと。個室、共

同生活室、それに続くパブリックゾーンに出て、順々に段階的に入居者をパブリックの場にも

う一度戻っていただこうと、こういうような形の中から段階的ケアと、その施設の設定をして

いく形になります。当然入居者の生活の質を確保するためのゾーニングを目的としておりまし

て、長期的介護計画に基づいてサポートが可能になるような施設づくりをイメージをし、更に

は段階的にケアを進めて、出来ることであればご自宅に帰っていただけるようなケアも進めて

いただきたいと、このような観点からこの施設が造られております。 
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 ４ページ目をお開きください。今回の基本計画の中で重要なコンセプトについて何点かここ

に記載をされてます。一つは当然安全性に対する考え方でございます。この施設に入居される

方々は、当然身体的虚弱をお持ちになってる方がございますので、こういった虚弱化を少しで

も軽減する。あるいはこういった負担に感じないように日常の生活を安全性を確保しながらケ

アを進めていくことがとても重要になってきます。具体的には一つには施設内の感染の防止。

結構ノロウイルスとかインフルエンザとかいろんな問題が起きてますが、こういったことにつ

いて十分対応できるように考えてございます。また、もう一つは騒音対策。騒音対策の中でも

特に痴呆症の方が居室内で大きな声を出されると。今までの４人部屋、６人部屋ですと、それ

が即、隣の入居者の方にご迷惑をかけるという形になりますが、今後は単独の個室になります

ので、そういった面ではかなり軽減が図られると思います。それともう一つは、当然衛生の問

題が出てきます。衛生の問題につきましては清掃のしやすさが重要になってくるでしょう。そ

れと、厨房ですね、今厨房のハサップ、非常に衛生管理、今厳しくなっております。後ほど図

面の中でもご説明したいと思いますが、厨房の中も水を使う部分、使わない部分。それと、床

につきましてはドライという形の中で設計を組んでいかなきゃならないと。こういった設計姿

勢もいれながら、最大限お年寄りの安全に対する配慮をやっていきたいと、このように考えて

ます。 

もう一つはプライバシーの保護になります。ここの部分にいきますと、とにかく居室につき

ましては、基本的にセッティングを今考えてるのは、ベッド、洗面台、これについてはベッド

は移動式ですけれども、洗面台だけが作り付けになるでしょうと。極力ご家庭の中で自分の居

間、自分の居室で使い慣れたものを持って来ていただいて、出来るだけご家庭にいた時の雰囲

気をかもし出せるような形で、様々にレイアウトしていただいて快適性を保っていただきたい。

そうすることが痴呆症の方々に対しても精神の安定という形につながってくと、このように考

えてます。ですから、一番この施設で目指していかかければならないのは在宅にいた時の環境

と、全てイコールという訳にはいきませんが、極力同じような、少しでも近づけるような形で

造っていきたいと思っております。当然施設の状況としましては、例えば採光だとか。採光に

つきましては、結構窓も大きくとっておりますし、十分明るさも確保できると、このように考

えてます。その他、室温、臭気あるいは火事が出た場合の消化設備等も当然考えながらやって

おります。  

それと当然施設としては、耐震構造、耐震設備についても十分考えていきたいと思っており

ます。この計画の基本コンセプトの中で、実はもう一点非常に大きく私共が考えた事例が一点

あります。それは、介護サービスの動線を確保したいと。確保するということはどういうこと

かというと、極力働いてる方が、介護されてる方があっちに行ったりこっちに行ったり、施設

の中を端から端飛んで歩くようなことがないようにというのが先ず一つなんですけれども、出

来るだけ隣のユニットに移る、あるいは介護師室に移る動線を短くしていきましょうと。そう

しないと、どうしても入居者の方の介護はおろそかになりがちになってしまうと。当然移動距

離が長いということはそれだけ時間を食いますから、その分入居者に対するサービスあるいは
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接触する時間が短くなってくると。そういった形の中で作業動線をきちっとやっていきましょ

うと。居室、浴室。居室のスペースにつきましては１３．２㎡以上を確保しておりますし。い

ざという場合にはこの居室の入り口からぱっとベッドごとお出しできるということも考えてま

す。それと、ユニットには２ユニットに一つなんですが、浴室スペースを作っておりまして、

あるいは特殊浴室、こういったものもきちんと整備しながら満足をいただけるような生活をし

ていただけるようなこともと考えてます。それと実は、多分この施設が新しくなると、今現寿

幸園ではご家族の方がお見えになっても、なかなか入居されてるおじいちゃん、おばあちゃん、

あるいはお父さん、お母さんのお世話ができないという状況になると思います。今度は施設の

居室も十分大きくございますので、必要に応じて管理運営のまた事項にもなるかと思いますが、

できれば入居者の方のベッドの隣に持ち運び用のベッドを持寄って、一緒に泊まっていただけ

るようなことも考えてもいいんではないだろうかと考えてます。また、あるいは日常結構起き

て共同生活スペース等も生活されますし、あるいはいろんな形の中で多目的なスペースの中に

も出て来られると。そうすると、私服を着るということも当然出てきますので、こういった場

合のちょっと来て、お父さんのポロシャツを洗ってあげたいと。あるいはおばあちゃんのちょ

っとしたスカートを洗ってあげたいと、こういったものにも十分対応できるように入居者用の

洗濯用のスペースなんかも考えてございます。後で中で説明いたしますが、X 字を作って何処

から何処へ行くにも必ず介護室の真ん中を通って行くというような形の中でこの基本設計は出

来ております。 

 ５ページ目をお開きください。ここは建築計画の中で配置計画でございます。基本的には道

の方と今日皆様に提出させていただきました基本計画書は既に胆振支庁の方に持参をしまして、

中身の検討を願ってる最中でございます。基本的に建物を建てる位置でございますが、未だ最

終的には確定はしてございませんけれども、３月の議会でご説明しておりますが、基本的には

いきいきの前がやはり最良の場所ではないかという具合に事務局としては考えておりまして。

今、道の方とこの場所で道の計画に整合性が持てるのか持てないのか、それの話もお聞きして

ますが、基本的にはよろしいんではないでしょうかというような内話の話しもいただいてござ

います。基本的にはこの計画につきましては、いきいきの前ということで整備を考えてござい

ます。現地につきましては、見ていただいたとおりでございます。多少いろいろ盛り土あるい

は実施設計の時にいろいろ検討しなければならない事項がまだまだこれからあるのは事実かと、

このように考えてございます。基本的には渡り廊下を持って、この特養といきいき４・６をつ

なげると。その目的としましては、いきいき４・６にお見えになる様々な、例えば社会福祉団

体の方、ボランティアの方、あるいはいろいろ研修をされる研修のためにこの特養にお見えに

なる方。こういう方々も十分受け入れできる。あるいは例えば寿幸園の盆踊り等で後援会の方々

にいろいろお世話になってますが、こういった中でいろんな地域のつながりも持てるというよ

うなことも考えまして、是非この位置に建設をしたいという具合に私共としては考えてござい

ます。 

 ６ページ目をお開きください。６ページ目につきましては、１月２７日の全員協議会の中の
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説明させていただいているとおりでございます。若干、施設の中身が変わってございますが、

ユニット構成、あるいは平面の構成につきましてはこのとおりで、１月２７日の説明したとお

りでございます。特に変わってございません。ショートステイ含めて、６つのユニットを大き

く３つのグループと１つの管理塔のグループに区切って使います。そのセンターの中にパブリ

ックゾーンを設けまして、地域交流スペースという形の中で施設整備を行っていこうと、この

ように考えております。特に X 字型にしましたのは、介護作業が何処のラインから来ても非常

に作業がしやすくなるだろうと。ここであえて言わせていただきますと、夜間の管理がどうし

ても最小の人員で最大の効果を上げるようにしなければならないだろうということになります

と、今の基準で言いますと介護職員３名が深夜の勤務に当たられることになるでしょうと。そ

うなりますと、その３名の方が有効に行き来するためには、例えば右上のユニットから左下の

ユニットに移るという、この X 字を交点としまして、最小減の移動距離という形の中で移れる

であろうと、このように考えております。他の施設、何ヶ所か見せていただきましたが、施設

の端から端まで行くのに約２５０ｍ移動しなきゃならないと。走っても結構な時間がかかると。

緊急の通報があった場合、ナースコール等があった場合、対応をひっくるめて、やはり作業動

線は短くしたいという形の中で、日本都市設計さんの方からこういう提案がございまして、そ

れを採用させていただいたというような形になっております。プライベートゾーン、セミプラ

イベートゾーンあるいはパブリックゾーンの位置付けにいたしましては、説明したとおりでご

ざいます。段階を経て順次順次パブリックのゾーンに入居者を移っていただいて、自宅にいる

時からちょっと一歩足を踏み出して隣のお家に遊びに行くような感覚を持って、この中で生活

をしていただきたいなと、このように考えてございます。 

 ７ページ目をお開きください。7 ページ目は本来、色が付いてると分かるかと思うんですが、

これは後ほどホテルコストの計算書が出てまいりますので、その時に使う図面でございます。

ホテルコストの対象になりますのは、管理塔を除く部分がホテルコストの対象面積になってま

いります。ユニットの１から５までの間が１，４６８．７３㎡と。ショートステイが２９３．

９６㎡。これがホテルコストの対象のとおりになってまいります。なお、共用等含めまして１，

２３５．４５㎡が加入部分に係る部分と、このようになってまいります。  

 ８ページ目をお開きください。８ページに段々図面を含めて出てまいります。立面計画につ

きましては、外観についてもちょっと注文をさせていただいております。真正面にいきいき４・

６。そして左側に保養ホームが見えてまいりますので、とにかくこれらとマッチングをした建

物のイメージで図面をしていただきたいということを考えてます。壁の色につきましても、い

きいき４・６あるいは厚生年金と一緒に合わせるような形で暖色系の物、外壁も考えていただ

きたいというふうに考えてございます。後ほど、こちらにパース持って来てますので、後ほど

パースを持って来たいと思いますが、３棟合わさった時に結構しっくりいくような形で出来て

るんではないかなと考えております。中につきましては、内装計画を考えて。内装計画につき

ましては、特にお願いをした部分につきましては、ユニット毎にカラーリングを若干変えてほ

しいと。それはどういうことかというと、例えば公営住宅でも同じような屋根の色、同じよう
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な壁の色、同じような建物ということになりますと、お年寄りが、自分が何処の部分に行った

らいいのかなと、分からなくなるのが結構出てくると思います。それで、出来れば壁の色、あ

るいは床の色、あるいは出入り口の色によって、ここは自分のユニットだと。ここが自分の家

だと。こうったものもきちんと分かるような形でカラーリングのコンセプトも考えていただき

たいという形でお願いをしてございます。また、構造計画につきましては、当然基礎、加工含

めまして、大きな地震に堪えうるものというような形で、安全性を確保するように基本計画を

お願いしてございます。構造設計の概要等につきましては、記載のとおり。あまり私はちょっ

と分からないんですけども、十分これで対応できるというような形になってございます。  

９ページ目をお開きください。９ページ目には、これからの主要諸室の計画が出てきます。

これも１月の２７日の説明の所から変わってはございません。この中で特にお話をさせていた

だきたいのは、共同生活室の部分に当然なります。これはセミプライベート空間として、環境

変化に対する段階的対応を図ります。難しいこと書いてありますが、何のことはございません。

居室の中に閉じこもっていないで、この共同生活の中にちょっと出て来ていただくと。そうす

ることによって、家族が集まって団らんをするというイメージを膨らまさせていくような形で、

施設の職員の方には是非運営をしていただきたいと思ってます。こうしないと、なかなか居室

に閉じこもりということになりますので、せっかくこの施設に来ていただいた意味もないだろ

うと。共同生活に来て、入って来ていただく形の中で徐々に徐々にこの共同生活から交流スペ

ース、更には地域交流スペースに出て行っていただいて、相手さんの方々、調子が良ければ隣

のユニットに遊びに行っていただくようなことも考えても良いだろうし、場合によってはいき

いき４・６に売店、あるいは温泉の浴場もございますので、こういった所にも出て行かれるよ

うな形の中で施設運営を是非していただきたいなというふうに考えております。 

それともう一点は、当然非常時、災害時のこともございます。安全対策も後ほど出て来ます

けれども、居室の周囲にデッキを作ってございます。それで非常扉が開いたと共に、各居室か

らベッドがスムーズにデッキ沿に別な場所に避難ができるというような形も検討してございま

す。後はこの２つのユニットで１つの構成をしてます。前にもご説明しました、この特徴とし

ましては、センターに一般浴室と脱衣場と更に汚物処理室を置いてると。２つのユニットを１

つの軸でつなげて、効率的な運用を図っていきたいと思ってます。この２つのユニットの中に

当然介護材料室。従来であれば遠い物置まで取りに行くと。そんな使用頻度の少ない物は遠い

とこでも構わないと思いますけれども、常時使う消耗品等につきましては、手近な所からぱっ

と出来るような形の中で、介護材料室についても考えてございます。また、一般浴室につきま

しては、家庭用のユニットバス。これの少し大きなものという具合に考えていただければ結構

なのかなと思ってます。若干の介助をお手伝いすれば、十分に入っていただける方も結構まだ

多いかと思います。当然、特殊浴場についても用意はできてございますが、ちょっと自分でぬ

る目のお湯に長く浸かりたいなと、こういうような方もおられるかと思いますので、そういっ

た方にも十分対応していけるような形の中で、こういうことについても用意しております。ま

た、見ていただくと分かりますけれども、この浴室の中から坪庭が見えるようになってござい
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ます。外からは覗けないようになってますが、お風呂に入りながらちょっと外の庭を見ていた

だくような形で、癒しの空間も造っていただいたと、このような形になってございます。居室

ユニットの中にトイレが３ヶ所造られておりますが、この３ヶ所のトイレにつきましても、い

ずれも車椅子に十分対応できるような形の中で取り組みをしてございます。 

 １０ページ目をお開きください。１０ページ目は、これは管理に係る部分の特色について若

干載せてございます。職員の出入り口が上の方に出てございますが、現地でご説明しましたと

おり、基本的には裏側から職員に入っていただきましょうと。職員については、今の計画では

ナンバーの電子錠を付けまして、暗証番号、自分の職員番号等を打ち込むと入って来れますと。

当然、朝の早い時間あるいは深夜に早退出というのが想定されますので、そういった安全性の

確保の問題。それともう一つは、日中につきましては、いきいき４・６からお越しになられる

方については、インターホン等を利用して事務室内で本人を確認させていただきながら、鍵を

お開けすると。こういうような形で管理をしていきたいなと思ってます。当然、ここの渡りの

廊下の部分に外部からの感染症を予防するためのうがいと手洗いの設備。寿幸園に入った時に

直ぐ手を消毒してましたけども、これプラスうがいの設備を義務付けをするような形でセッテ

ィングをしていきたいなと思っております。また、更衣室につきましては、実は最近男性の介

護師さんが非常に多くなってきてます。専門学校を卒業されて、結構男性の介護師が特養の中

にも進出をしております。隣の緑樹園とか、そういうとこ行きますと男性の方おります。当然、

わが町の施設についても、当然男の方が進出して来るだろうということもありますので、更衣

室については、男女比で対応出来るよう壁の間仕切りを可動式にしてございます。またこれも、

今回の策定委員会の中の委員さんから要望がございました。是非、職員用のシャワーを付けて

ほしいと。シャワー何でいるのかなと思って聞いてみましたら、入浴を介助しますと相当汗を

かかれると。なかなか汗をそのままご自宅に帰られるのは大変だと。仕事が一段落ついた時点

で自分もかいた汗を流したいんだというような要望もございましたので、この更衣室に添うよ

うな形でシャワー室も２つ用意してございます。  

それとメインアプローチというとこがあろうかと思います。そこに救急車の画が描かれてる

かと思います。メインアプローチに当然、今の救急車が結構大型化してますね。結構大きな車

体が入ってきますので、この救急車が十分に入れるような高さと幅と長さを一応造ってござい

ます。それと、玄関以降に車庫というのが造っております。議会含めていろんな皆様方から、

冬の寒い時期に入居者を病院に送り迎えをするのは大変辛い事だというお話を聞いております。

それで、この中に病院の例えばいろんな形の中で送迎する際に、少なくともある程度暖房の利

いた車内に乗っていただける。あるいは風に吹きさらしにならないような形で車に乗り降りし

ていただきたいと、こういう観点から玄関脇に車庫を設けまして。当然この中でアイドリング

しても大丈夫な形の中で換気扇も下の方に一応付けることになってございます。十分に車を暖

めて乗っていただけると。冷たい風に当たらないで乗っていただける、こんな形で設備を考え

ております。  

それと、一般用のトイレでございますが、今後この施設に来られる方が非常に多くなるだろ
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うと、こういうように考えております。従いまして、当然女性用のトイレの中には、小さい男

の子用の男児用のトイレ。あるいは子供用の手洗い器。それと、当然赤ちゃんもお見えになる

ということも考えておりますので、ベビーシートを敷けるような棚とか、こういうものにつき

ましても設置をする予定でございます。もう一点は、オストメイト用のトイレを介護室の横に

つけて考えてございます。現在聞くところによると、オストメイトご利用されてる方が、入居

者１名という具合に聞いておりまして、今後多分オストメイト利用しなければならない方が多

くなるだろうと考えてございますので、そういったことも考えながら、こちらのトイレについ

てオストメイトも対応できるようにしてございます。 

１０ページの右側の方に書いてございますが、厨房はドライ方式と。先ほど申し上げました

とおり、ハサップについて十分検討してるということです。最終的にはこの厨房の区画割が若

干変わることもございますが、基本的にはドライスペースと。下処理、あるいは前処理。そし

て更には配膳と下がってきた食器を洗う場所と。これもきちんと区分けをしながら、少なくと

も、この施設の中から食中毒や厨房が原因となるような病気は起こさせないという形の中で考

えてございます。また、特殊浴槽につきましては、ストレッチャー浴槽。あるいはリフト浴槽、

そういった必要なものについては整備をしていきましょうと考えてございます。それと、この

地域交流スペースなんですが、ここの場所というのは結構重要な場所になってくるだろうと思

ってます。この設備全体の中で、町長からも強く言われておりますのは、今後白老町民の高齢

化が進んでいくだろうと。そうすると老後の介護含めて、どうしても家庭の中で介護を必要と

する、施設に入所するまでもないんだけども、ある程度介護の知識を持つ必要があると思われ

る方々が、ご家庭が増えていくだろうと。そういった方々に勉強する機会もきちんと保障して

いかなきゃならないだろうと。そういった中で言われておりましたのは、この施設の中に研修

を行うスペースをきちんと盛り込めと。それと、もう一つはいろんな意味でボランティアの方

がたくさんお見えになると思います。そういったボランティアの方が、活動できるような場所。

あるいはお泊りになって、一晩ボランティアをされるという場合も当然ございましょうし、そ

ういった形の中でボランティア室なる理念もきちんと入れてほしいという形で要望がございま

して、それは研修室、あるいはボランティア室として、設計を組まさせていただいております。

また。この地域交流スペースは可動式の間仕切りにすることができます。斜めの稼動式になる

かと思いますが、この中でまた別な研修も可能でしょうし、あるいはここの部分が地域交流ス

ペースギャラリーの部分に移動用の畳を実はセットをしております。この可動用の畳を集めて、

ステージを作って、ステージの上でいろんな例えば催し物なり、あるいはこのスペースを利用

していろんなコミュニケーションを図ると、こんなことも可能ではないかなと考えてございま

す。 

 １１ページ目をご覧ください。１１ページには、施設の詳細計画含めて、他施設の例等も載

せてございます。ご覧いただければよろしいかと思います。カウンターにつきましても、車椅

子でも十分に対応できるようなカウンター。あるいは洗面台につきましても、屈んでも車椅子

でも十分使いやすいようなものを考えてきたと思います。また今、蛇口もいろいろ良いものが
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出てきてますので、どんなものが使いやすい蛇口になるのか、この辺も是非今後実施する時に

は検討していきたいなと思っております。また、当然足腰弱い方がつたい歩き等されますので、

手すりにつきましては握りやすいものの、それとも丸みをちょっと付けて、冷たい金属製のも

のではなくて、木質のものも配慮していきたいなと思ってます。それと、床だとかあるいは、

柱がどうしても付かなきゃならない部分が出てくると思いますが、そこの面取りも極力丸みを

付けて、どんと当たって痛い思いをしないというような形の中でやっていきたいなと思ってま

す。それと、腰壁あたりまで、当然ストレッチャーが結構の頻度でもってこの施設で使われる

と思います。ストレッチャーが当たった場合の衝撃を吸収する。あるいは壁に傷が付かないよ

うにするということも当然必要ですので、そういった腰回りのストレッチャーあたりもきちん

と考えていきたいなと、このように考えてございます。  

 １２ページをお開きください。１２ページにつきましては、電気設備計画でございます。当

然この中では電気あるいは電話、更には一番問題になってくるのはナースコール、あるいは火

災報知器と、こういったものかと思います。こういったものにつきましても、機器の選定もひ

っくるめまして、きちんとしたものを造っていきたいなと思ってます。自家発電につきまして

は、大体８０KVA 位のもので賄えるのではないかなというふうに考えてございます。こういっ

たものも、きちんと配置をしながら、いざ非常時の場合、最低限の電源を確保してくというよ

うな形で考えていきたいと思ってます。また、電灯設備につきましては、できるだけ個別のス

イッチを多くして、省エネというわけではございませんけども、こまめに調整することによっ

て、快適な雰囲気を演出する必要もあるでしょうということになると思いますんで、あるいは

例えば蛍光管にしても、白色がいいのか昼光色がいいのか、あるいは白熱灯でもいろんな色あ

りますよね。赤の強いものもあれば、白の強いものもありますんで、こういったものも全体の

壁の色だとか床の色だとか、あるいは建具の色等に合わせて気配りをしながらカラーリングも

考えていきたいと思っております。火災報知器につきましては、これはもう重要な設備になり

ますので、これについては万全なものを設定をするということでお願いをしてございます。 

 １３ページでございます。１３ページにつきましては、機械設備でございます。当然、機械

設備の中で一番メインになってくると思うのは、衛生設備になろうかと思ってます。給水につ

きましては町の水道をいただくと。４０ｍｍの給水管で、ある程度地下タンクを設けまして、

そこに貯水しながらちょっと圧をかけて、各ユニットに送水をしてくというような形になると

思ってます。それと、お湯です。お湯につきましては、これは若干系統を少し考えましょうと

いうことで考えてます。特にお湯の温度につきましては、よく居室に洗面台に結構熱いお湯を

供給してる所があります。顔を洗うのに何でこんな熱いのが必要なのかなということもござい

ますし、最初から混合栓でセットしてあればいいんですが、熱い方あるいは水だけということ

になりますと、まかり間違って熱いお湯がそのまま手をつけたり顔をつけたりということがあ

りますので、これはお願いをしまして、居室には概ね４０度のお湯しか行かないようにすると。

ですから、ボイラーで沸かしたお湯を一定減の冷ますのか上げるのか分かりませんけども、４

０度のお湯のタンク。それと、浴室に４２度のお湯が出先で、蛇口を捻った時に４２度になる
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ようなお湯を供給していただくようなことも考えてます。また、ユニットに造られてる個浴な

んですが、大体お湯の量で２５０リットルから多くて３００リットル位のお湯になるかと思っ

てます。この個浴はかなり頻度が多くなるでしょうと。それと、もう一つは当然皮膚病の問題

等ありますので、このお湯については全部投げ捨てと。一回入ったらお風呂をささっと洗って、

次の方に入っていただくという形で考えてます。ですから、この４２度のお湯につきましては、

結構大きな貯蔵用のタンクが必要になるかなというように考えてます。また、このお湯を各ユ

ニットに供給するには、今の家庭のお風呂ですと２０分位かかるんですよね。毎分１０リット

ルも出ないと、５リットルかそんなもんでしょうから。そうしますと、だまってて２０分も３

０分も次の人入るのに待つと。こんな訳にいきませんので、概ね５分以内にお風呂に入れるだ

けの量を入れてほしいという形の中でお願いはしてあります。その辺も今検討されているかと

思っております。  

それと、暖房、換気設備でございますが、当然、施設内の院内感染、これも考えていかなけ

ればならないということですので、当然外気に対する排気口と吸気口は近くに設けないよと、

そういったものも考えながらきちんと換気を図っていきたいと、このように考えております。

もう一つは、これは私の方から検討委員会の方にお願いしたのは、何れ配管設備が古くなって

替えなきゃならない時がくるでしょうと。そうするとやっぱり１０年から１５年位で一度更新

しなきゃならないでしょうと、こういったこともありまして、できるだけ床下にこういった管

類をまとめてピットを作って、出来るだけ交換に手間がかからないようなことも是非考えてほ

しいというようなことも考えてございまして、また例えばトイレあるいは洗面台に結構異物が

詰ると思います。いろんなものを流したり、入れ歯を落とされたり、そんなこともあろうかと

思ってます。そういった場合、保守が楽なように是非こういった設備関係についても、そうい

った保守が楽なようにしていただきたいということで考えてございます。  

 １４ページ目をお開きください。約３、０００㎡の６０ベッドの特養で電気あるいは上下水

道、燃料どれ位使うのかということで、実は試算をしてございます。正直申し上げまして、か

なり想定したよりも結構かかるんだなと思っております。電力使用量につきましては、大体年

間６００万位というような試算結果が出ております。エアコンにつきましても、年間の稼動日

数は大体暑い日だけつけるという形になりまして、年間３０日あるかないかというようなこと

でございますけれども、年間の使用量としては電気代が６００万。それと、暖房につきまして

は、これは灯油ボイラーを想定してございます。灯油ボイラーにつきましては、今非常に灯油

が上がっております。５４円と、リッターということになってます。こういったものが年間の

灯油料金は試算では５８０万。更には給湯用の部分につきましては、１８８万位。厨房につき

ましては、一応プロパンガスを使うということで考えておりまして、これも年間で合わすと２

００万位のガス代がかかろうかとこのように考えてます。上下水道につきましては、上水道は

１０９万。下水は１４０万と。合わせて年間１，８００万位の光熱費がかかるのではないかな

という試算をしてございます。 

 １５ページにつきまして、設計の仕上げ表でございます。面積及び内部の仕上げはどんな型
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にするかという形で表が載っております。 

１６ページにつきましては、配置、いきいきとの配置でございます。現地でご説明いたしま

したが、盛り土をしなきゃならない部分も相当あろうかと思っております。こういったものも

ひっくるめて、未だ高低測量あるいは実施設計のためのきちっとした本測量もしておりません。

場合によって、この建物位置がこの図でいうと下の方に若干ずれてくるということもあろうか

なと。渡り廊下が若干長くなろうかなということも想定されております。  

 １７ページにつきましては、これは平面図でございます。中身につきましては、先ほどご説

明したとおりでございます。  

 １８ぺージにつきましては、基本設計図。断面図という形の中で思ってます。室内は一番高

い所で３ｍを想定してございます。これ以上高くしますと、自分の家の居間の天井が高いと多

分あんまり落ち着かないと思うんですよね。ご自宅の居間の天井の高さというのは、そんなに

高くないと。しかしある程度の空間を取らなきゃならないというようなこともございますので、

３ｍ程度で抑えようという形になってございます。この詳細図の下の方に描いてありますとお

り、ベッド１台と。それと家族介護用のベッドも置くことができると。４ｍ３５ｃｍと３ｍ５

０ｃｍのこの四角の中でセッティングをしていただくと。それと、一般浴室の手回りでござい

ますが、浴室が斜めにふってございます。どちらの壁にもくっ付けてございません。両側から、

右が使えない方には右にいって、左の使えない方はいって介助されると。それで、窓を見て入

られますと、窓の外には坪庭が見えるというような形での考えでございます。脱衣場にはどち

らのユニットからも入っていくことが出来る。結構広いスペースかと思います。また、中には

ちゃんとトイレも造ってございますので、中で十分に用が足せることが出来ると思ってます。

特殊浴槽も同じように特殊浴槽に入りながらお庭が見えるような形にも造り込みをしてござい

ます。ゆっくり入っていただけるのではないかと思います。また、脱衣室も結構広く取ってお

りますので、ストレッチャーで入って来られても。先ほど寿幸園で脱ぐとこと入るとこと別と

別ということがございましたけども、この施設はそういうことはないだろうと考えてございま

す。 

 １９ページにつきましては、外観パースでございます。後ほどパースを持って来たいと思っ

てます。 

２０ページでございます。２０ページにつきましては、実は基本設計を出した時点で、これ

からご説明します交付金の関係が未だ確定してないということなもんですから、これにつきま

しては補助金でやるとすればどうなんだと。工事工程、日程等はどうなんだという形の中で作

らせていただきました。これにつきましては、間違いなく交付金の申請をする場合はここの部

分は差し替えになるという具合に考えてございます。 

 ２１ページでございます。２１ページつきましては、建設事業費について内訳を記載してご

ざいます。建設事業費が 7 億７，７００万。７億８，０００万程度という中でやっております。

当然、実施設計しますと、当然凸凹等ございますが、大体当初の予定どおりの金額で間に合う

のかなとというような考えを持っております。この建物の他に必要になってきますのは、当然
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渡り廊下に係る部分等についても出て来ます。外構工事についても、これ別途積算となってお

りますので、こういったものも入れながらできれば８億６，０００万位で考えております。ま

た、実施設計につきましては来年度、現地の測量等行った上で最終的な設計になるというふう

に考えてございます。  

 ２２ページをお開きください。２２ページついては、ホテルコスト一応試算してございます。

試算の条件は幾つかございまして、光熱費の部分と施設建設費の部分と分けて考えてます。当

然、お金を借りて物を建てるということになりますと金利も計算しなければなりませんし、そ

ういったものを含めて計算をしてございます。原価の算定期間につきましては、何れも３０年

という形で計算をしております。金利ありの場合、特養の部分で言いますと、光熱水費の部分

が１３，８８０円。上の建設費用の部分で言いますと２万９，０００円と。合わせて４３，１

６８円という形になります。金利無しで計算をいたしますと３万３，８８４円というふうな形

でホテルコストが試算されております。当初、私共で考えてた光熱費の部分で言いますと、光

熱費大体５，０００円位高いなと。金利無しで計算した場合は大体この位の金額かなというふ

うに考えてございますが、何れにしましても最終的に実施設計を組んで、最終的に落札された

建築費によって、このホテルコストについても若干変わってくるだろうなと思ってます。ただ、

大体予定されたホテルコスト位かなというような気がしております。以上、雑駁でございます

けれども、この基本計画の主な中身について説明をさせていただきました。 

引き続き、先にこの建設費の交付金のスケジュール等についてお話をさせていただきたいと

思ってます。こちらに地域介護・福祉空間整備等交付金の資料が行ってるかと思いますが、こ

ちらで説明をさせていただきます。３月の議会で加藤議員さんから質問がありました、交付金

の中身どうなんだと。分かってないのかということでお話がございました。３月の議会の時点

では、その交付金の中身については一切分かりませんということをお話をさせていただいたん

ですが、実は４月の２０日に胆振支庁並びに道の方にちょっと行って来まして、確認をしてま

いりました。その結果から言いますと、３月の議会から一歩も出てないというような状況でご

ざいます。道の方も３月の末時点で、こちらの方に当初予定というスケジュールが書いてござ

いますが、地域交付金の作業事務のスケジュールが、道の方も国の交付金の内示が４月上旬に

はあるだろうと。その金額を見て市町村に対してあるいは法人に対して、道の方針を通知する

と、こういうような予定になってございました。ところが今現在、４月２０日現在全く交付金

の内示もないということで、１７年度事業まだ手に付かないのが現状になってございます。当

初、予定につきましては、５月下旬位には私共の交付金の交付要綱も上げようということで段

取りをしておりましたが、これについても、ひょっとして７月位までずれていくのかなという

ようなことも考えております。ただ、残念ながら交付金の交付要綱の中身が正直言って全く分

かってないというような状況でございますので、このスケジュールあるいはその中身等につい

てどんなものが必要になってくるのか、これについても全く分からないような状況になってま

す。ただ、道のスケジュールとしましては、道の予算編成が１１月にはほぼ確定しますという

ことなもんですから、間違いなく６月から７月位にかけて各市町村の要望を上げて、ヒアリン
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グを行って、道の予算に１１月に上げて、国庫協議に１月には入っていくと。こんな段取りに

なっていくには間違いない。ですから、最後の部分については決まってるというような形にな

ります。何れにしましても、国の１７年度の交付金の内示が来た段階で、おおよそいつ頃この

要項が出てくるのかなということについては明らかになってくるのかなと考えてございます。  

２ページ目をお開きください。寿幸園に係る今後のスケジュールの見込みでございます。今、

申し上げましたとおり、正直言いまして具体的に書けるものはございませんが、もう既にこの

基本計画につきましては道の方にお持ちをしまして、中身をチェックしてもらってる状況にな

ってます。交付金の交付要項が示された時点で、こういったものも変えろと、あるいは修正を

しろというような指示等もあろうかと思ってます。私共の考えとしましては、概ね今年度一杯

は施設の実施設計の準備という形になります。それと、当然新しい施設に対していろんな機械

等が入ってきますので、こういった機器の中身、種類、これも来年度の予算編成時期までには、

概ね粗方決めてく必要があるのかなと思ってます。それと、もう一つは一番大事なことは、ユ

ニットのケアの研修を、これはもう順次に進めていただくということになろうかと思ってます。

また、ユニットケアでどんな処遇をされていくのかと、これについても今計画も作っていただ

いて、ある程度計画を決定していただいて、次の処遇方針を決めていくという形になろうかと

思ってます。  

それと、もう一つ重要なことは、この間道に呼ばれて言われたのは、今回の地域介護・福祉

空間整備等交付金の交付につきましては、原則単年度ですということを言われてます。これは

何を意味するかと言いますと、当初補助金は道は２ヶ年の継続事業で、補助金の交付が行われ

ておりました。今回施設交付金になったことで、単年度事業でやってくださいということで言

われております。上手い具合に１８年度、採択ということになれば、１８年度中に少なくとも

建物が出来上がるというような状況も現れるのかなと、内心期待をしている次第でございます。

これは私共の勝手な推測でございますが、ひょっとすると来年の３月の国の予算がほぼ見えて

きた段階で、内示の前の内示くらいは来るのかなと考えてございます。そうしますと、当然４

月の交付金の交付決定があった段階で直ぐ実施設計の契約について着手出来るような、例えば

臨時会の日程ですとか、そういったものについても年度内にある程度準備しなければならない

と考えてます。実施設計含めて、多分４月から３ヶ月ないし４ヶ月位かかるかと思ってます。

８月位には出来れば工事契約をして、９月位には着工出来ればなと。そうすると約半年で建物

の外構は除いて出来るのかなと思っております。できれば１９年の４月には新しい施設を何と

か開所に持っていきたいなと。交付金の交付要綱がどうなるか、ちょっと分かりませんので、

何とも言えないところが不確定な要素がございますけれども、何とかそんな形でやっていきた

いなと思ってます。 

それと、現施設につきましては、新施設が出来た段階で解体処分という形になろうかと思っ

てます。今回の交付金の中では、解体する費用も含めて交付されるという位置付けになってご

ざいますので、もし解体しないで、別な利用となりますと、交付の申請の仕方が若干変わって

きますので、それについても後ほど理事者とも最終的に残った建物どうするのかということに
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ついても考えていきたいとこのように考えてございます。 

 次のページをお開きください。全然分からない分からないと言ってて大変申し訳ないですけ

れども、必要書類についても正直言って分かりません。ただ、これからこちらに付けてます書

類につきましては、国に出しておりました補助金の申請書の一覧表でございます。第２号様式

から一番下の別紙様式１７まで、市町村長が提出する書類もひっくるめて、こういったものを

用意してるという形になります。  

 次のページに付いておりますのが、これが道と市町村との間でもってやり取りした時の協議

書でございます。この中に必要事項を書き込んで道と協議を進めて良いでしょうということに

なれば、国に対して最終的な交渉申請をするというような形になります。ただ、今後国に対し

ての補助申請というのはなくなりますので、かなり書類については簡素化されるというふうに

道の方もお話しておりますが、もっと簡単になってくれればいいなという具合に考えてござい

ます。以上、私の方から基本計画並びに交付金の交付申請スケジュール等について説明をさせ

ていただきました。 

○委員長（鈴木宏征君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時０５分  

   

再開 午後 ２時１８分  

○委員長（鈴木宏征君） 会議を再開いたします。それで、休憩中に今いただいたユニットケ

アの取り組みについてということでいただいたんですが、私たちもユニットケアについてあま

り知識がないもんですから、どういう形で展開してくのかということを簡単に、これで説明ま

ずしてもらってよろしいですか。丸山参事。  

○参事（丸山伸也君） お手元にお配りしました二つの資料ございます。資料の中身について、

若干お話させていただきたいと思ってます。どちらも書かれましたのは、小樽の特別養護老人

ホームのやすらぎ荘の施設長福森和千代さんでございます。従来のケアからユニットケアにな

ると、単純に個室に変わっただけじゃないという形の中で、非常に介護する方も介護する環境

が大幅に変わるというようなことの中で、何でこんなユニットケアをまず入れてきたのかなと

いうことでお話をされてるのは、この２つの資料でございます。一点につきましては、去年の

８月に苫小牧市民活動センターで高齢者の地域ケアを進める会の中で講演されたものを抜書き

をして書かれたものでございます。それと、もう一点の方は、実は専門の新聞がございまして、

今年の３月から未だ現在連載中なんですけれども、この中で何で小樽のやすらぎ荘がユニット

ケアに取り組んだのかなということについて書いた連載をしたものでございます。  

ユニットケアの関係でございますが、先ずユニットケア、先ほど何回か基本計画書の中でお

話申し上げましたが、今の寿幸園ですと６人部屋でございますよね。６人部屋ということは、

少なくともプライベートな空間が全くないということなんです。常に隣に何方かおられますし、

６人が１つの部屋の中で寝食共にされて介護を受けていくと。これからの施設介護の方向性、

全体的な方向性です。これは特養も含めて老健あるいは病院の中の療養型病床群も含めて、ユ
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ニットケアにどんどん向かっていくという形になります。それはどういうことかと言いますと、

一点は日本全体が核家族型をしてなかなか家庭で個人個人を介護をして差し上げられないよう

な状況がどんどん出てくると。そうなった時に、一度例えば入院をしてしまった時に、施設施

設その症状に応じて、ある時には老人保健施設に入ると、ある時期には特養に入っておられる

と、ある時は介護の療養型病床群に入って、こういうような状況になった時に、一人一人の方

が老健で雰囲気が違う、療養型病床群では違う、特養では違うと、こういったことを避けまし

ょうと。出来るだけ一人の人が基本的に同じような状況の中で、介護と医療の質は違いますけ

れども、そういったことを施設によってばらつきというか、受ける時の感じがばらばらになら

ないようにしていきましょうと。そのためには、やっぱり個室、ユニットケアがどうしても必

要になってくると、こういう考え方が、日本全体の医療、福祉がそういう方向に先ず向いてる

ということをご承知いただきたいと思ってます。今までの造り方としては、大部屋があって、

良い所で食堂がある。ちょっとした談話室がある程度のもので済んできました。これからのケ

アというのは、ユニットケアにすると何回も言ってますけれども、先ずプライベートな自分の

居室があります。必要最低限その中でいろんなことは行われますが、もう一歩共同生活に出て

来て、地域の中に溶け込むというようなイメージの中でケアが行われていくことになっていき

ます。ですから、介護師さんも居室に閉じこもってるんではなくて、体調が良かったらちょっ

とみんなと一緒にお茶飲みましょうよ。みんなと一緒にご飯食べましょうよと。それが第一段

階にセミパブリックになっていきます。それと今度はユニットとユニットの間の所に人が抜け

出て来る形になってきます。つまり隣のユニットとお付き合いが始まります。場合によっては、

入居者同士が親しくなられると、お友達同士になられると、こういう形もあります。それが更

に一歩進んできますと、パブリック空間、公の場所で全く離れた、隣接しないユニットの方と

も交流も広がっていくでしょうと。基本的にはプライベート空間からセミパブリック、パブリ

ックへ人を動かすことによって、人を動機付けることによって、一つは介護の質を上げていき

たいという形になってます。  

それと今度、介護そのものでございますが、今度介護師のチーム化が図られます。つまり、

今まで午前中ちょっと千石園長からお話があったんですが、一人で５０人全員を診るというよ

うなお話があったかと思います。今度はユニットの中でチームが作られます。チームが作られ

まして、そのチームで介護をして差し上げると。つまり最小の単位１０名の単位の中で同じス

タッフが介護をして差し上げると。つまり、基本的には毎日同じスタッフが顔を合わせるわけ

ですから、その日の体調だとか、その日の気分の状況とか、場合によっては痴呆度が進行され

てる方も同じ人の同じような顔を見ることが、やっぱり安心につながっていくと思うんですよ

ね。そういったことも期待しながら、チームでもってケアが行われていくと。最大限の手段と

しましては、とにかく入居者に最大の安心と安定を与えていこうと。それと、実社会の生活し

てきたと同じように、エリアは小さいかもしれませんけれども、少なくともプライベートの場

に引きこもってないで、引き出していきましょうと。こういう形でユニットケアが行われてい

る。個別の具体的な話はちょっとまだいろいろあるかと思いますけれども、概念的にはこうい
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う形でユニットケアが進められているというようなことでございます。  

○委員長（鈴木宏征君） これはまた、せっかくの資料ですので、後でまた皆さんでお帰りに

なって、どんなものかということが分かると思いますので、読んでいただきたいと思います。

それでは、先ず説明が終わりましたので、今の説明を聞きまして委員の方から何かご質問があ

りましたらお受けしたいと思います。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  ホテルコストの試算について、お伺いしたいんですけども。住居費の

算定表の１と２がありますよね。金利がある場合と金利がない場合。この２つを取り上げてる、

金利がある場合と金利がない場合というのは、どうして取り上げてる。ない場合というのも想

定できるんですか、あるんですか。  

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  この住居費のホテルコストの算出ですが、基本的には金利があるとい

う状態で、当然民間の施設も運営されていきますんで、基本的には金利がありで普通は計算さ

れます。ただ、それが施設によって借金する年限が、この前は３０年で計算してますが、例え

ば民間の法人さんの場合ですと、２０年あるいは１５年で償還をするという形の中で金利計算

されてる場合もございます。ただ、うちは公的施設であるということと、もう一つは金利を含

めて徴収しなければならないのかなと、町の姿勢として無金利でと。金利分については、町の

負担でという考え方もあるのではないかというようなことも考えまして、金利が３％ついた場

合どうなんだろうかという意味で、金利ありとなしと、こういうような形で試算等させていた

だいた。最終的には、どういう形でいくかは理事者あるいは議会ともご相談しながら、このホ

テルコストの最終の部分は決めていかなきゃならないというふうに考えてます。 

○委員長（鈴木宏征君） もし、そういう考えに立たれて、こういった試算がされてるとすれ

ば、やはり利用する人にとってはホテルコストの部分の占める割合というのは、凄く大きな部

分に、今まで以上にかかってくる部分としては。それが特に建設費用に係ってくるということ

は、どうしようもない部分ですよね。光熱水費、そういったものに関してはそれは金利があろ

うがなかろうが、ある程度の施設整備の中でかかってくるものですから、これは固定化される

んですけども、建設費という部分に関して左右される部分としてどうしても出てきますよね。

考えるんですけども。この金利のある場合とない場合、３％違うだけで、月額に占める割合は

１万円変わってくるんですよね。これからの工事の試算、実施計算になってくると思うんです

けども、７億７，７００万円という、これが今の事業予定費として見積もられてる部分。この

内の、これは仮の話ですけども、何とか詰めていった時に、設備内容は加えない。例えば、工

事費の中で直接仮設費だとか、土木工事費だとか、もうちょっと詰めれる所もうちょっと詰め

て、２千万ほど削減できたとしたら、変な話もう１万円位下がるような計算になってきますよ

ね。結局３％、単純に計算して２千４、５００万円の計算になるかも知れませんけども。僕は

思うんですよね。確かに素晴らしいユニット形の介護施設なんですけども、受ける側としては、

本当にこの今、大変な経済事情の中で少しでも安く、そしていい所にというのが本当に町民側

に立った思いなんです。ですから、素晴らしい施設であることは大切な事だし、全て望まれる
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ことなんですけども、例えば福祉政策の中で金利無しで、何とか町の福祉政策の中でやってい

きたいという気持ちがもしおありになって、理事者もそういう考えの中で進めていこうとする

のであれば、もうちょっと踏み込んで工事費の中の３％削減というのが、何とか出来ないもの

なのか。もう少しその辺も煮詰めた中で利用する側が本当に安心して、また経済的にも安心出

来るような、そういった施設の建設に当たってもらいたいなと思うんですけども、それについ

ては考え方は。 

○参事（丸山伸也君）  金利を含めるか含めないかについてまだ助役の方から話があると思い

ますが。先ず今回の基本計画をする段階で念頭に置いたのは、実は３０００㎡というのが非常

にこだわりました。何故３０００㎡にこだわったかと言いますと、当然建物が大きくなれば建

設費がたくさんかかります。その部分が全部ホテルコストになって跳ね返ってくるということ

です。これは多分、設計会社さん相当苦労なさったと思うんですが、３０００㎡という線は一

歩も譲らなかったわけです。もう一つは、面積を譲らないということと、とにかく建設費の上

限を７億８，０００万で何としても上げろと。かなり無理をされて設計をされたと思っており

ます。ただ、氏家委員さんのおっしゃられるとおり、今この予定の工事費の中から更に３％削

れるかどうか、それについては専門的な意見も聞いてみなければ何とも言えませんが、実施設

計に当たっては先ほど現地でもいろいろお話が出ましたとおり、具体的な候補も含めて、実施

設計中ではきちんと経費を安く上げるような形で是非検討していきたいと、このように考えて

ます。また、施設の中身についても、もう一度精査して、例えばいろんな什器についても、設

備についても使えるものはちゃんと使っていこうと、そういった形で再利用できるもの、今の

施設で使ってるものあればそれもやっていこうと、そういった努力もしながら、新施設につい

ては開設には最大限安く上げたいと、というふうに考えて事務方としては一応考えて設計をさ

せていただいてるとこでございます。 

○委員長（鈴木宏征君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） ホテルコストの関係ですね。ユニット方式をということを採用しま

すと、当然入居者にその分かかるということであって、先進地、静内でも小樽でも政策的な部

分で配慮してる部分あるんですよね。どういう形がいいかというのは、方法いろいろあるよう

ですけれども、今単純な例では金利の部分ですね。この部分を外して軽減するという方法が今、

例として出してるわけです。いずれにしても、実際の入居となりますと、相当入居者のことを

考えると、果たしてこのままの正規の形でどうなのかなという思いは、実はあるんです。ただ、

そこまで具体的には検討してませんけれども、これは政策的な判断として今後十分検討させて

いただきたいと考えております。  

○委員（氏家裕治君）  先ず、その建設費の話にしましては、これからまだまだ煮詰めなきゃ

ならない部分あるでしょうから、本当にこちらの要望として、こういった施設を使う側として

は本当に幾らかでも安く入れると、今の寿幸園と違いまして、プラスαとしてかかってくるも

のあるもんですから、その辺ちょっと考えていただきたいなと。または、仮設工事費とかいろ

んな部分も実際の今の立地場所に、本当にこういったこれ位のお金がかかるのか、これからか
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かってくることでしょうから、もう一度しっかり考えてもらった上で工事費の算定というのを

してもらいたいと思うんです。 

もう一点、工事の関係とは離れるんですけども、これからのユニットケアの介護のスタッフ。

先ほど参事も言われましたけども、チームが出来てそのチームの中でやっていけるんだ。私も

いろんな施設といいますか、最近の報道や何かでも聞かれることが、虐待という部分がよく聞

かれますよね。何故、虐待。こういった志を持って、こういうケアに当たられる方が、どうし

て虐待等に走るにかなと思うと、多分寿幸園や何かを見てても、介護スタッフのやられる仕事

というのは、本当にそれこそ３Ｋと言われる、そういう職場関係にあると僕は思うんです。本

当に思いやりを持って、そしてお年寄りに接する、そういう姿も見られますけれども、本当に

重労働の中でやってると思うんです。そうした例えばストレスというか、そういったものから

本来の自分の姿ではない、そういった介護があるいろんな施設で見受けられるというのも現実

聞いてますので、最低限の人数で最高のサービスというのも分かるんですけども、その辺は本

当に現地のスタッフとも本当にこれだけの人数でいいのかということも、これから考えていか

なきゃいけないと思うんですよね。頭の中では我々も人数でいいんじゃないかと思ってて考え

ても、現地のスタッフはやっぱり僕たちが見てても、本当に大変な職場だと思いますので、そ

の辺のスタッフの話もよく聞き入れながら人数の確保というものを。先ほどまでは３対１から

２対１に移行しつつあるという話もありました。大変な時期にいろいろな配置によってそれを

クリアしてくという参事の話も聞いてますけども、そういった面しっかり計画に盛り込まれた

中で、こういったユニットのケアに取り組んでいただきたいなと思いますけども。それについ

てお願いします。  

○委員長（鈴木宏征君） 参事。 

○参事（丸山伸也君） 先ず、一点目の建築費の関係ですが、当然来年の３月頃になりますと、

上手くいくとＯＫと内々示が来た段階で、当然次の実施設計へという形になってます。ただ、

実施設計については基本的に土地の本当の確定測量、あるいは高低差の測量とあるいは地質の

状況についても、もう一回再確認が必要になってきます。ですから当然、実施設計の中で如何

に建物を安く上げれるか。これはやっぱり実施設計の委託を受けた会社さんの腕の見せ所でも

ありますし、私たちの主眼とする所だと思ってますので、そこについては、とにかく１円でも

コストカットをして安く上げれるような形で検討していきたいと思ってます。  

それと、二点目の職員の問題であります。一般的な話をさせていただくと、今日、先ほどお

配りした資料の新聞の落とし何かも見ていただくと分かると思うんですが、実は何処の施設で

起きてもおかしくない話なんですよね。僕はやっぱり個人的に見て、うちの職員良く頑張って

くれてるなと。多分その辺は千石園長さんが良く現場で見ておられるのかなと思ってます。ユ

ニットケアになるということは、それだけでも職員の負担が増しますし、当然個人の介護師と

しての力量も問われると、そういうことにもなってくると思います。午前中、施設でお話しま

したけれども、勤務形態もきっちり考える必要があるでしょうと。それと、当然２対１という

のも想定しますけれども、丸々職員を増やすと言うことではなくて、例えば外注できる所は外



２０ 

注をして、少なくても手をかける部分については、少なくても介護師の負担を少しにしようと。  

それともう一つは、特に手のかかる時間帯については職員層が厚くなるような勤務形態も、

是非施設の側として検討していただきたいと思ってます。こちらの資料にも載せてありますが、

こちらの職員の研修のスケジュールについても、今年度事業費の中で研修にかかわる費用、そ

れと資料代、これについてもやってます、主に。それと、千石園長にもお願いをしてございま

すが、とにかく処遇計画。新しい施設になって、どんなサービスをする必要があるのか、その

ためにはどんなことをしなければならないのか。それについても、この１７年度、１８年度中

に是非検討をして、具体的なユニットケアの処遇計画をまとめていただきたいと、こういうこ

ともお願いしております。きっと優秀なスタッフ揃っておりますので、その辺については十分

にやっていただけものと考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） ホテルコストのことでちょっといいですか。これは、低所得者に対

する軽減措置とか、そういうものはあるんでしたでしょうか。減免というか、そういう措置は

あったんでしょうか。  

○参事（丸山伸也君）  現状ではホテルコストの部分につきましては、今制度が若干変わって

まいります。それで、今年の１０月からホテルコストについては寿幸園も徴収というような状

況にもなってまいります。具体的に制度で持ってる部分と町独自で減免するかどうか、減免の

幅についてこれからの話になるかと思います。町独自の部分については、また別途園の方と理

事者の方と協議ということになろうかと思ってます。具体的な金額については未だ決まっては

おりません。 

○委員長（鈴木宏征君） これは法律とか、そういうものによって軽減とか。これをもし軽減

しちゃうと、その負担というのは町が全部かぶるという形になっちゃうわけですね。それでい

いんですね。  

○参事（丸山伸也君）  当初のホテルコストの部分でいきますと、保険料の段階、１段階から

５段階までございまして、１段階、２段階については２万円。３段階については１万円の介護

保険からの持ち出しと。それはそのまま来ると思いますが、今度は介護保険料も段階が変わっ

てまいりますし、その幅について、また最終確定はしてございません。それプラス形として、

政策的な判断でどうするのかと。あるいは施設の判断として裁量としてどうするのかというこ

とについては、これはまた別な検討事項なるかと思ってます。  

○委員長（鈴木宏征君） 後、何かありませんでしょうか。ちょっと、私から。先ほどスケジ

ュールで説明いただいたんですが、道の方にこれで行きますと、申請が翌年度の整備要望提出

が翌月６月下旬から７月下旬。１ページ目ありますが、これに向けて申請今する時に協議書と

いうのがありまして、ここまでに至る町として詰めないとならないものが未だ残ってると思う

んですが、そういう部分で何点か聞いてみたいんですが。先ず町の今までの方針でいきますと、

公設民営ですね。民営ということは、何処か民間の法人等に運営を委託するという形になって

るんですが、その相手先がどのように今、どういう所まで進められているのか。その前に、今

の機構とか組織が変わったときに、その対応が今後どのようになるのかということも一つ。先
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ずそこから。それと、今のスケジュールの中で、今後お願いする民間との施設の対応がどのあ

たりまでいってるのかということと。それと、前にも職員の処遇については、町長の説明の中

で出来る限り今回の働いてる方が次の施設に行っても働いてもらえるような、そういうような

職員にお願いしてきたとお話もされてるんですが、その辺どういうふうに今後考えてるのか、

この３つをお話をいただきたいんですが、分かってる限りというか、進んでる所まででよろし

いんですが。  

○助役（三國谷公一君） 先ず、組織の関係ですけれども、この度の組織機構の中で、寿幸園

の改築につきましては、政策推進室の方で担当させるということにしてます。政策推進室と寿

幸園の方との連携の中で進めていくということで考えております。  

○委員長（鈴木宏征君） それは、どの時点までというのはあるんですか。どの時点といった

らおかしいんですが、補助申請をする、採択がされる、建設に入る。建築が終わりまでという

ことですか。  

○助役（三國谷公一君） 一応、一つの事業がある程度目途がつくというか、修了する時点ま

でと考えております。法人の委託先ですけれども、これにつきましては今、参事の方から説明

しましたように、今回、道との協議に当たって、先ず運営を民間に委託するか、また直営でい

くかということの最終判断求められることになります。そういうことで従来どおり、公設民営

という基本的な考え方は変わっておりませんけれども、前回の議会でもいろいろ議論ありまし

たけれども、今、運営に当たっては、過去には９，０００万近い収支の赤字、こういうのがあ

りまして、今回の議会で寿幸園の方の試算見ていただいたんですが、実質２，０００万切るよ

うな一般会計の持ち出しになっております。こういうような状況から質問があったというふう

に思うんですけど、我々も一方では民間に委託する、その事前の事務は進めておりますけれど

も、一方で時期について、そういうような今の持ち出しの状況ですとか、それから今、質問に

も係ってくるんですが、職員の処遇の問題も大きい問題ございまして、組合との交渉の中身で

すが、あまり詳しくは申し上げられませんけれども、場合によっては町長は出来れば入園者の

ことも考えて全員行っていただきたいという話もしてますが、これ最終的に身分保障という問

題絡んできますので、そういうものを受け入れるということになりますと、今の職員削減また

人件費の削減を進めていく中で、ご案内のとおり全員職員が来ますと、一般会計の方で全部み

なければならないということもございますし。それから、先ず一番大きいことは、入園者のこ

とを考えますと、今言いましたように全部環境変わってしまうものですから、施設も変わる、

職員もスタッッフも全部変わるということになると、果たしてそういう所からいくとどうなの

かなという思いも実はございまして、その辺の正直言いますと悩みがあるんですね。そんなこ

とでその辺も含めて今、検討というか理事者の間でもいろいろ議論は進めてるんですが。いず

れにしても、こういった申請にあたっては、その変の所をはっきりしなければならないもので

すから、両方の面で今進めてると。近々判断をしなければならないというふうに考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。  

○委員長（鈴木宏征君） 今のお話ですと、基本的には公設民営という基本姿勢は変えないで、
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その時期が建設されて直ぐ民営になるのか、そこら変は未だ流動的だというお話でいいんです

ね。 

○助役（三國谷公一君）  最終判断したいというふうに思ってます。  

○委員長（鈴木宏征君）  谷内委員。  

○委員（谷内 勉君）  ちょっと伺いたいんですけど。ユニットケア職員の研修とありますよ

ね。これにつきましては、今言った１７年度からやっていくと。その後は、現職員の研修の養

成をしていくというようなことに多分なると思うんですが、この辺のことはやはり人員の問題

とかいろいろなもので、手薄になるとか、そういう可能性があるかないか。そのための今言っ

た計画とか、そういうものをある程度今、腹案というのが出来上がってるのかどうか、その辺

伺いたいです。 

○委員長（鈴木宏征君）  参事。   

○参事（丸山伸也君）  研修なんですが、今、助役が申し上げましたとおり、現実問題として

新施設が出来た時に、それだけのスタッフを委託先含めて確保出来るのかという問題が実はご

ざいます。ユニットケア現在やってるのは、１７ヶ所位しかないんですよ、未だ。純粋な意味

でユニットケアをやってるのは、実は管内ございません。今年の１２月にみたらの杜、室蘭に

出来ます。虻田の幸清会さんもユニットケアはあるんですけども、ちょっと私共が考えてるユ

ニットケアとは若干ちょっと内容が違うということで、そういったことから、専門的な人員が

本当に確保出来るのかどうなのかなということがございます。ですから場合によっては、運営

全体を民間の社会福祉助成にやっていただいても、その核になるスタッフのチームリーダーに

は、場合によっては町から派遣というようなことも考えなきゃならないのかなと思ってます。

それは未だ具体的のは決まってはおりませんが、しかしそういうような状況を考えていったと

きに、今現在のスタッフをきちっとユニットケアの訓練をしておかないと、今の職員そのもの

を中には退職されて次の民間の委託先に行かれるという方も出てくることも想定されますし、

そうなった時にまた困るでしょうということもあるもんですから、少なくとも今のいるスタッ

フ、正職員についてはきちっとユニットケアの研修をやっていこうと。ユニットケアの研修は、

実はなかなか出来ないんですよ。というのは、ユニットケアの研修やってるのは、実は東京で

しかやってないんです、今。そういった専門研修にも送り出していかなければならないという

ことになりますんで、この辺も１７年度、１８年度きちっと計画を組んで、最低限運営に必要

な人員は、リーダーになっていただける職員だけはきちっと要請していこうというのが、実は

１７年度、１８年度の計画でございます。 

○委員（谷内 勉君）  そうなると、現状人員でやるといったときには、また現職員に対して

非常に負担にならないかということは、やっぱりちょっと心配なんです。その辺について、や

はりある程度今言った計画の中でもって、これなら行けるだろうという、そういう線がなかっ

たら難しいと思うんで、こういう質問をさせてもらったんです。以上です。 

○委員長（鈴木宏征君）  後は。近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  施設のことでお聞きしたいんですけども、素晴らしい施設で計画され
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てるんですけども、例えば地域交流スペースございますね。これは X 状になってるんですけど

も。例えば、実際は広いんでしょうけど、庭に面したここの部分ございますね。ここの部分と

いうのは、これは全く完全にここでこういう形になってるんですか。それとも、取り外し出来

て広く出来るようになってるんですか。  

○参事（丸山伸也君）  ここはガラス戸になりまして、ここから外へ出ることが出来るような

仕掛けになってます。  

○委員（近藤 守君）  それで、いろいろな方が来て交流の場を作るわけですけど、ちょっと

狭いような気がするんですよね。ですから、この部分をもう少し広く出来るようにとってもい

いのかなという気がしたもんですから検討していただければと思いますけども。 

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  基本的には、この園の中で例えば誕生会だとか、いろんな行事がある

と思います、クリスマス会とか。基本的には十分出来るだろうなと思ってます。ただ、寿幸園

の盆踊りや何かありますよね。雨降った時になると、やっぱりこのスペースでは非常に狭いと

いうことになりますんで、その際は遠慮なくいきいき４・６を使わせていただくと。いきいき

４・６で使って、例えば研修室、正直言って馬鹿でかい研修室ではないんですよね。多分２０

名位で十分出来るでしょうと。ただ、２０名以上の研修を行う場合は、いきいきがありますの

で、そちらを十分使えばいいと。ですから、研修室を小さくする分、コンパクトにする分、建

設費が安くなると、その分ホテルコストが安くなると、こうことも考えて、建物には極力お金

をかけないと、使えるものは使っていこうと考えてます。 

○委員長（鈴木宏征君）  近藤委員。  

○委員（近藤 守君）  参事のお話で、要するにいきいき４・６の方に渡り廊下を伝っていけ

ますというのも、これはあくまでも介護者がついて行くということで、元気な人が勝手に行く

ということではないんですね。どうなんですか。  

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  基本的にはちゃんと介護者がついて行くということになってます。当

然特養の入居者でございますので、何時どこで、何かあっても困りますんで、それは介護師が

散歩をさせていただくという中で、いきいきにもちょっと行きましょうと、こういうふうにな

ります。 

○委員（近藤 守君）  要するにユニットになってますんで、これは男女があるんで、これは

あくまでも男は男、女性は女性という形でなると思いますし、また例の今日お話の中で重度の

人と軽い人とバランス良く配置するということを聞いたんですけども、その辺のことについて。 

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  基本的には個室対応になりますので、男性の隣に女性が入ることもあ

りますし、男女比率が１ユニットで男性ばっかり、女性ばっかりということにはならないかと

思ってます。  

○委員長（鈴木宏征君）  近藤委員。  



２４ 

○委員（近藤 守君）  あと、夜はここにドアがありますが、これは鍵がかかるんですか、ど

うなんですか。 

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  基本的には鍵はかけないつもりでおります。ただ、その時、その時の

状況によって、介護にあたる方が判断をされてかける場合というのも想定されます。ですから、

ここの部分については、基本的には解放になってますけれども、万が一の場合はクローズ出来

るような形も考えていかなきゃならないと思ってます。基本的には解放と。この建物から、例

えば徘徊をして外へ抜け出すということは出来ない仕掛けにしてありますので。例えば夜間の

職員の出入り口、出るが場合も入ってくる場合も職員の暗証記号を打ち込まないと出て入れな

いよと、そんな形の中で考えてございます。  

○委員長（鈴木宏征君）  土屋委員。  

○副委員長（土屋かづよ君） 今、介護認定が国で新しく見直されるということで、どういう

形で変わってくるか分からないんですけど、要介護１の人が要支援になるということと、それ

と現状に寿幸園の中に要介護１といわれる方が、４月の１日の段階で１０名おられるというこ

とですよね。そういう方の処遇は今後どういうふうになってくるのか。それと、これから介護

保険が見直されることによって、先ず国からきちっとしたものが出てきませんけれども、いろ

いろな問題が生じてくると思うんですけど、今考えられる問題というか、どういうものが想定

されるか。  

○寿幸園長（千石講平君）  今おっしゃられました制度改正によって、要介護１が要支援にな

るという、自動的な理解には私共は立ってはいないんです。ただ、現行の制度が施行されます

と、要介護１の中から要支援に回る方も出てくるということですので、今の入居者が全て要支

援に回って入居することができないというようなことでは捉えておりませんし、引き続き入所

を続けていただきたいということで考えております。ただ、うちの方の昨年度の介護度の変更

の具合なんですが。介護度の上がった方、または軽くなった方が実際介護して出て来ておりま

す。５０名の入居者の内、８名の方が介護度が１年間で介護区分が変更になりまして、重くな

っております。また、３名の方が逆に介護度が改善されて、軽くなってると、このようは状況

にもなっておりますので、ただ一概に介護１がそのまま要支援に結びつくというような、これ

は推移をみなければ分からないのかなということで考えております。 

○委員長（鈴木宏征君） さっきの説明だと、今後は介護度１の判定を受けた人は、特養に入

れないというのか、対象にならないという話があったような気がするんだけども。  

○参事（山口和雄君）  計画においては、厚生労働省で言われてるのは、施設対象者は要介護

度２以上で作っていきなさいと、こういう話になってございます。従いまして、現在１の人を、

どうするかというのは、具体的に厚生労働省では決めてございませんが、通達まだありません。

今後は運用で２以上のものに特化していくという、こういう形になってくるというふうに言わ

れております。従いまして、１の人が今すぐどうのこうのということではないというふうに思

います。法的には、そんなに変わっていかないのではないかなというふうに思います。運用で
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という話にはなってございます。  

○委員長（鈴木宏征君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど話出てまして、ユニットケア研修についてなんですけど。こ

れは研修をユニットケアの専門研修というんですか、ユニットケアにした場合は専門的に資格

有する人でなければ、例えば介護出来ないとか寮母さん出来ないとかなってるのか。研修って、

ユニットになったからといって一般的に考えると、大部屋から個室になっただけで、改めて研

修するようなあれがあるのかなという、その辺のことは資格がいるのかいらないのか、その辺

含めて。 

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  先ず、資格の件からいきますと、これは資格はいりません。ただ、厚

生労働省の方から既存の施設から改修した場合は、職員が専門研修行いなさいという指示がご

ざいまして、その専門研修を行う施設が、実は東京にあるということでございます。それと、

従来方の特養とケアユニットというのは、その処遇の仕方が相当変わるということでございま

す。どんなふうに変わるのかと、うちの職員自体も先ずよく分かってらっしゃらないというこ

ともあるもんですから、先ず１７年度は他の施設、実際ユニットケアをやってる施設に行って

見て来て下さいと。どんなことをしなきゃならないのかということで、ユニットケアに関する

いろんな参考書、指導書も出ておりますので、そういった中身についても勉強してくださいと。

そのための旅費と資料を買う書籍代と、東京方面に行く費用についても予算化をしたというの

が、１７年度の状況でございます。当然、職員に何名以上ユニットケアの研修を受けてくださ

いということで話は出て参ると思いますので、全部が全部ユニットケアの研修を受けるという

ことにはならないだろうと思いますが、少なくても中心になる人物については、複数名東京に

行って専門研修を受けていただくというふうなことになろうかと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど、委員長方からお話出てました公設民営、その辺の話なんで

すが、今現在北海道で進めてる中で、公設民営と、あくまでも施設は公で建てますよという、

そういう前提の基ではいろいろ協議を進めてると思うんですが、これが管理運営が将来民営に

なりますよといった場合に、立てる前からどちらか方向はっきりしてなければ話は前に進まな

いのか。それとも公設で建てるんだから、取りあえず公設で建物建ててる間は管理運営のこと

については一切その先どうなるか、そこは出来てから考えてもいいという形になってるのか。

その辺で町の判断が取りあえず出来てから、管理運営を民間でやるとするならば、出来てしま

った１９年になってから、これはこのままやりますよと、民間に預けますよと、そこまで判断

を引っ張ってもいいものかどうか。その辺の判断の期限というのは、どのようになってるんで

すか。 

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  先般、胆振支庁に行って確認をして参りました。胆振支庁で言われて

るのは、民営化にする時期が何時なんだと。新しい建物出来たと同時に民間へ委託するんであ
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れば、申請の時にそのことははっきりさせてくださいと言われてます。ただ、その時期が後年

にずれていくということであれば、出来た時点が直営であれば、それはそれで申請はいいでし

ょうと。基本的は白老町さんとのスタンスだけはきちんと決めておいてくださいと。それと、

もう一つは、出来た時点で民間に委託するんであれば、ちゃんと行った委託先の法人について

も、然るべきをきちんと決めておいてくださいということは言われております。ですから、建

物が出来た時点で、民間委託先が決まってないということであれば直営でも構いませんよと言

われてます。  

○議長（堀部登志雄君） ということは、建物が出来るまで、将来的には視野に入れてるんで

すよと言っても、取りあえず今の雰囲気だとやってみて、黒字だったら云々という話も町長あ

たりの話の中で、理事者の話の中でそういうのありますよね。雰囲気的に、何となく答弁聞い

てても、私はそのような感じ受けてるんですけど。そうした場合に、ある程度やってみて、こ

れはとってもじゃない、公設でいかないとなった時点で、それは民間に委託すると言っても、

それはそれで建設していく上で何ら支障ないという具合に判断されるのか。そうすると、結論

というのはなかなか今すぐ、建ててる段階でどうするこうするということにはならないし、理

事者の方の判断も先の方になるのかなと感じもしないでもないんだけど、その辺はどうなんで

すか。 

○委員長（鈴木宏征君）  助役、どうぞ。  

○助役（三國谷公一君） 先ほど答弁した思いなんです、実はね。町長はっきり公設民営とい

う方針を出して進んで来てますし。先ほど言いました寿幸園を民間委託するという、当時は民

営化でしたけれども、それ出た時は先ほども言いました９，０００万からの赤字があって、こ

のままいったら１億、どんどんどんどんいっちゃうというようなことで、この施設はとっても

公営では出来ないということで民間委託の話が出てきた経緯なんですね、この議長もご存知の

ことだと思うんですが。ずっと議論してる間に赤字が減ってきて、今の状態の中でも、実質先

ほどの中でも、研修の旅費を入れないともう２，０００万切ってるんですよ、実は。そうする

と、そういう面からいくと、実は民間委託はどうなのよという議論が出てきても不思議ないと

思うんですよね。それに加えて職員の処遇の問題で、職員がざっくばらんな話させていただき

ますと、私、民間に行くのいやですよと、一般職でいたいんですと、こう言われますと、今の

現行補助では、職員を全部切るわけにはいかないと。そうすると一般職で受けなきゃならない

となりますと、今では特別会計で持ってた人件費が、一般会計の方に来ますから、果たして人

件費の方でどうなのよと。職員だってこんな慣れない所で仕事やってもらうのどうなのよと、

効率的にどうなのよと、こういう問題があって、そうなると当面そんな赤字も出ないのに、今

全部民間にやっちゃうことはどうなんでしょうかということなんですよね。そこでちょっと本

当のこと言いますと、正直申し上げて悩んでるとこは事実なんです。そんなことも前回でも議

会でも議論ありましたけど、そんなことも含めて議論してるんです。ただし、先ほど言いまし

たように公設、民営委託するというのは、はっきり町長申し上げてることですから、そういう

ことも未だ実際に相手先の法人さんに話してませんけども、一方もそのことに作業進めながら、
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今両方でやっててるんです、実は。ですから、先ほどから繰り返してますが、これもその辺の

方針をはっきりしないと、方針だけはきちっとしないと、この施設建設に道といろいろ協議す

る中でも支障出てきますので、そこの所きちっとさせたいなと思っておりますし、そういうこ

とになりましたら、再度議会の方とも十分協議させていただきながら、最終結論を出していき

たいと考えておりますので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（鈴木宏征君）  谷内委員。  

○委員（谷内 勉君）  お伺いしたいんですが。施設条件の整理ということで、ここに書かれ

てて、先ほど参事の方から話あったんですが。先ず一つは建築面積、これをとにかく３，００

０㎡に抑えようと。それと、もう一点は工事費、これが今言った７億８，０００万以内にして

くださいと、こういう厳しい条件の中において、いろいろ設計の段階というか、今未だ修正を

しなきゃからないと思うんですが、いろいろな制約された条件の中で非常に苦労したと思うん

ですよ。苦労した点、一点か二点か、こういうとこだけは苦労して、こういうとこはこういう

ふうにしましたという、そういうことありましたら伺いたいんですが。  

○委員長（鈴木宏征君） それでは、委員会は休憩いたしまして、休憩中に今の答弁させてい

ただきたいと思います。  

休憩 午後 ３時１４分  

  

再開 午後 ３時１７分  

○委員長（鈴木宏征君）  委員会を再開いたします。近藤委員。  

○委員（近藤 守君）  要するに、快適空間ということで、いろいろ室内の、ユニットの温度

コントロール、空調ですね。これは手動なのか、コントロールなのか、自動なのか。最適な温

度というのは、ああいう施設というのは何度なのか、先ずそれ一点お聞きしたいんです。  

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  今、暖房計画、検討してまして、我々通常の成年男子、女子の場合と

お歳を召し方の快適温度は相当違いがございます。それで、一日の中でも、部屋の温度の高い

時期と夜寝て、深夜に多少温度下げると、そういうこと考えてます。ただ、それを全自動でと

いうことになりますと相当経費がかかります。ですから、ベースになる暖房、ベースになる室

温については手動でコントロールしましょうと。それと、もう一つはあったかい方が良いとい

う人もいれば、ちょっと厚着しても更に暑い方が良いよという好みの人も様々ありますんで、

個室の中は基本的に介護師の方がお年よりの希望を聞いて、あったかめに設定するか。今簡単

に設定出来ますんで、それを回すか回さないか、好みの温度を一応聞いておいて、例えば５の

目盛りでこの人は良いよと、この人は３だよと。その人その人に合わせて設定をさせていただ

くと。そんなに手間はかからないと思いますし、逆に細目に気がつくような、是非介護をして

ほしいと思ってます。ですから、必ず入居者の方の希望を聞いて、おじいちゃん暑いかい、お

ばあちゃんもう少し上げようか、寒いかいと一言言ってもらえるような、是非介護をしてほし

いなと。そういう意味からも全自動にしますと、好みの温度に全部設定するのは大変な設備投
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資にもなりますんで、それよりは一言で介護をきちんとやっていただけることを考えた方がい

いのかなと思ってます。以上です。  

○委員（近藤 守君）  トイレが各ユニットに３つか５つ付くんですけども、これはウォシュ

レットなのか、ただの便器なのか、便座が暖房なのか、それだけお聞きしたいです。  

○委員長（鈴木宏征君） 丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  一番良いトイレを使いたいと思ってます。ウォシュレットも便座も付

きますし、横に手すりも付けて。出来れば後ろの背もたれも何か考えたいなと思ってます。 

○委員長（鈴木宏征君） 直接施設に関係ないんですが、今度介護保険の制度が変わって、こ

ういう施設に入ってる人の個人の負担が、食事代だとかいろいろ出てきますよね。そういう部

分で、これからの運営の部分でも係るものですから、ちょっと聞いておきたいんですが。今知

り得た部分だけでもいいんで、今後施設に入られた方の、これから出てくる個人の負担の部分

でどの位出てくるのかということと、個人の負担が出てくることによって、今まで介護保険か

ら支払われた部分が、今度支払われなくなるということになるのかどうか、そのら辺ちょっと

分かってたら教えてほしいなと思うんですけど。山口参事。  

○参事（山口和雄君）  今、標準的な第３階層を対象に申し上げますと、現在利用者負担額は

およそ５．６万円でございます。これは、一割負担が３万円。それから、食事が２．６万円で

５．６万円と、こういう形でございます。これが見直し後どうなるかと言いますと、大体ユニ

ットケア、個室タイプですと１３万４，０００円。一割負担が２．６万円。居住のホテルコス

トが６万円。食費が全額負担になりますので、４．８万円の合計１３．４万円と、こういう形

になります。当然のことながら介護報酬が変わってきますので、見ていただけるとおり一割負

担分の残金が介護保険で賄いますので、ほとんど３．１万円と２．６万円、５，０００円程し

か変わらないと、こういう形になります。ですから、介護報酬の中では若干支出が下がると、

いう形になろうかというふうに思います。 

○委員長（鈴木宏征君） そうしますと、単純に話ますと、今は５万６，０００円でしたね。

それが今のユニット方式の施設に入りますと１３万４，９０００円と、そういうふうに考えて

よろしいんですね。 

○参事（山口和雄君）  あくまでも標準ということで。その施設によっては建設コストによっ

て違いますけども、標準的に考えるとそうだということです。  

○委員長（鈴木宏征君） そうしますと、今のお話ですと、現在は一割負担が３万円。今度一

割負担が２６，０００円ですか。この４，０００円の差はありますよね。この４，０００円の

差というのは、今まで負担してなかった食事代ですとか、そういう部分、自分で払った分に対

する下がる分、それと後は一食あたり幾らと決められた部分がある程度なくなりまして、本当

に実質かかった分というんですか、支払わなければならない部分でこれだけ増えるんだという

ふうに考えてよろしいんでしょうか。山口参事。  

○参事（山口和雄君）  基本的に食事代というのは一日７８０円かかってます。その他に食事

の提供体制分として、介護報酬の中に見られてるのが、２，１２０円。その分がかかっており
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ますんで、それが自己負担の方に、全額ではないんですけども、ほぼ全額に近い分が自己負担

になっていくという形になりますので、その部分が基本的には介護報酬の支払いの方から下が

ると、こういう形になろうかというふうに思います。後は先ほど言いましたホテルコストで若

干介護報酬が下がるという形です。ですから、トータル的に見ると約５，０００円程の介護報

酬の支出が減ると、こういう形になろうかと思います。  

○委員長（鈴木宏征君） そうしますと今、介護報酬が今支払ってる、今おっしゃったように

５，０００円位が今よりも介護報酬としては減って支給されると。だけども、５，０００円な

んですが、全体から見ると、個人の負担が５，０００円以上に負担が出てきますので、運営す

る方としてはどうなんですか。運営しやすいと言ったらあれなんですが、そういうふうに見て

いいんでしょうか。ちょっと、そこら辺が。  

○参事（山口和雄君）  これは今、寿幸園がユニットケアでやった場合どうなるかというお話

をしております。従前の寿幸園でいくとどうなるかと言いますと、いわゆる大部屋の形ですと、

基本的には自己負担が３万円で、新しい制度が見直されたとしても、２．９万円でほとんど変

わらないんです。食事代が本人負担で若干増えるという、こういう形だけですから、基本的に

はそんなに差はない。ただ、面積的にユニットケアの場合ですと、建設コストがかなりかかる

という部分で、その部分を利用者に負担してもらおうという、こういう考え方ですから、大部

屋であればほとんど実態的には介護報酬的には変わらない、こういう形です。  

○委員長（鈴木宏征君）  あと何か、議員さんありませんでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君）  簡単なことなんですけども、入浴の時間、介助がつきますね。あれ、

時間は決まってるんですか。何分以内とかいう。  

○委員長（鈴木宏征君）  丸山参事。  

○参事（丸山伸也君）  今度の新しい施設でということで話しますと、多分結構長く取ってい

ただけるのかなと思ってます。今現状の分については千石園長からお話あるかと思いますけれ

ども、今回この面の中にも出てますけれども、個浴になりますと３０分とか十分に取っていた

だくことも可能になったという話もありますので、その方にもよるかとは思いますけれども、

そんなじゃぼんと浸かってぱっと出て行くというようなことはないのかなと思ってます。  

○委員（近藤 守君）  せっかく庭の見えるお風呂ですから、やはり多少時間ほしいなと思っ

て質問したんですけども。今、何分位でやってやれてるんですか。  

○委員長（鈴木宏征君）  千石園長。  

○寿幸園長（千石講平君）  現状では長い人では３０分程度で。一般浴だと別なんですが、特

浴だと半日で４人とか、４、５人。一日でも１０人位が限度という状況になってます。 

○委員長（鈴木宏征君） あと、ありませんか。それでは、委員さんの方からの質問もありま

せんということでございますので、理事者の方に入っていただいた審査につきましては、これ

で終了したいと思います。どうも、ありがとうございます。  

休憩 午後 ３時３０分  
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再開 午後 ３時４２分  

○委員長（鈴木宏征君） 委員会を再開いたします。今、午前中から現地を見ましたり、担当

者の説明を聞きまして、いろいろ質問をさせていただきました。その結果、所管事務調査です

ので、この調査のまとめをさせていただきたいなと思います。それで今、委員さんが質問され

たこと。理事者側が答弁されたこと。控えてはいるんですが、この中で特にこういうことにつ

いて報告をした方がいいんじゃないかという項目がございましたら、出していただきまして、

私の報告の中でその部分について含めていきたいなと、いうふうに思っておりますので、そう

いうのがございましたらお話をいただきたいなと、ご意見をいただきたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。私も委員さんの意見、それに対する答弁を聞いてきたんですが、自分

なりにチェックしていって、書きながら思ったんですが、一つは施設が立派になっていいんで

すか、個人の負担という部分でよね。それで、ホテルコストというものが非常に多額に４万３，

０００円ですか、金利を付けますと。そういうこともございまして、施設もきれいになって個

室化されるのですが個人の負担が非常に増えるということに対して、支払われる方はいいんで

すが、やはり低所得者の方で、支払うことが非常に難しい人に対しての措置というものに対し

て、いろいろ助役の方から今後の検討事項ということであったんですが。そういう部分は今回

の報告の中に、この部分は入れたいなというふうに思ってます。後、議長からも私からも質問

したんですが、今後の公設民営とかいう話がずっとあったんですが、それが今どういう状況に

なってるかという話が助役等からありましたが、この部分はやっぱり含めた方がいいんじゃな

いかなというように思うんですが。職員の待遇の問題ですとか。時期的に既に６月位ですか。

６月の下旬から７月にかけても、道の方に提出する時には、その考え方をまとめないと駄目だ

ということがあります。タイミング的としては、６月の議会でこういう報告をして、それが反

映した形で、道に申請するという形では非常にタイミングは良いと思いますので、その部分は

入れていきたいと思うんですが。あと、介護度の１の方が１０名程度、午前中の視察の中の説

明の中であったんですが、今後は介護度２以上でないと、こういう施設の入れないというのが

ありましたよね。そうすると今１という方の処遇については、説明にあったんですが、今すぐ

その方に出ていただくとか、そういう考え方ではないと言ったんですが、このことについては、

もう既に入ってそこでサービスを受けてるわけですから、この方に対する対応というんですか。

やはり移行措置の中できちっと対応していただきたいというような話も必要かなというような。

議長。 

○議長（堀部登志雄君） 介護１の介護保険が適用された時点で、本来施設に入らなくていい

人入ってる場合には、経過措置で出るような形になったわけだけど、その経過のあれはまだ来

てないのか。これは特に報告の中に入れるあれはないと思いますが。 

○委員長（鈴木宏征君） 確認してみます。期限が何年とかあったような気がします。それと、

先ほど氏家委員からお話ありました、虐待とか。やっぱり、職員の方が今度ユニットケアに移

行した時に、現在の施設からユニットケアになって。環境的には非常に今の働く環境よりは良

くなるというふうに考えるんですが、やはり施設が変わることによって、入所者の方の環境も
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変わりますし、職員達の環境も変わるんで、変わったときに働く時に、虐待とか防止するため

の意識の作る場所としては非常にいい時期だと思うんで、そういう話は入れておいた方がいい

かなと思うんですよ。今あるとか無いとかじゃなくて、やっぱりいろんな施設の中で、そうい

う話を新聞紙上等では結構あるというふうに聞いてますので、今後絶対ないということもあり

ませんし、そういうものが起きない職場環境というんですか、そういうものを作っていく上で

は非常にいいタイミングだと思いますので、そういうものは職場の環境として入れておいた方

がいいんじゃないかなとは思ったんですが。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君）  先ほど寿幸園の説明を、去年も聞いてますけども。見てとおりに戦争

なんです、はっきり言ったら。今の人員の配置の中でやってると。食事の時間も先ほど聞かれ

てましたけれども、１２時から１時半までという休憩時間があるわけですよ。実際そこで食事

をしっかり取れて、休める体制が整っていれば、例えば一時的に忙しい時期があっても何とか

もつんですけども。限られた人間の中でこなさなきゃいけないということで、我々も職場の中

でいろいろあるんですけども、食事を噛み噛み仕事をしていくと、やっぱり精神的にいらいら

してくることころもあったり、そういうところは例えば介護者に向けられると、これは責めら

れる部分としょうがないなという部分出てくるんですよね。しょうがないじゃ困るんですね、

こういったことというのは。ですから、そういう面では本当に先ほど参事言ってましたけれど

も、いろんな条件こういうことやりたいっていってましたけれども、あれは理想なんです、は

っきり言ったら。現実職場でそれが出来るかということが問題になってくるんですよね。です

から、本当に現場を知ってて、そういった加配と言いますか、人間の配置を本当に上手く考え

ていかなければ、決して虐待だとか。本人はそういう気持ちじゃなくても、必然的に体に出て

しまう部分であって、絶対あるような気がするんですよね。それが今問題になってることであ

って。その人格の問題だとかという以前に、そういう働く環境、そういったところからくるこ

とも多いんじゃないかなって思いますんで。そういった部分も配慮した中での計画というもの

を進めてもらうべきなじゃいかと思うんです。 

○委員長（鈴木宏征君）  土屋委員。  

○副委員長（土屋かづよ君） これは、白老町の寿幸園の話じゃなくて、リハビリの特養の実

態なんですけれども、あそこでもヘルパーさんが行ってて、一人で４人の患者さんを受け持っ

てるんですね。やっぱり氏家委員が言われたのと同じに、食事に患者さんと一緒に食べなきゃ

ならないと。自分に与えられる食事の時間というのはないんです。４人の患者さんに食べさせ

ながら、自分も食べる。やっぱりストレスの話から、要するに溜まったストレスをどこで発散

するかったら家庭でしかないと言うんです。施設の中では絶対出来ないというんです。それを

やることによって、その人に対する要請が来なくなるということ。結果的に家庭の中で消化し

なければならないと。そうすると喧嘩ですよね。疲れて帰って、食事の支度から全部しなきゃ

ならないとなったら、負担がもの凄く大きいと。今日も話してたんですけども、やっぱり出来

うるならば職員さんを増やして、少しでもゆとりのある介護で出来るような、そういう施設に

もっていく、そのように要望したいという部分ありますよね。  
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○委員（氏家裕治君）  必要な時に、必要な人員を配置するというのは理想だと思うんで、果

たしてそれが本当に出来るかどうかですよね。そういった業者がいるのか、そういった民間の

ボランティア団体があるのか分かりませんけれども、あって初めて出来ることであって、空想

的な話の中でやるんだといってもなかなか出来るもんじゃないんで、最低限の人間、人員とい

うのも、じゃ何処を基準に最低限と言っているのかという部分もしっかり考えていかないと、

決して出来ないわけじゃないと思うんです。本当にしっかりした交代制で休憩を取りながらで

も、何とか対応していけるのであれば、それが１４名なのか１７名なのか、僕分かりませんけ

ども、そういったところというのは職員さん、実際現場にいる方々がよく分かるんじゃないか

と思うんですよね。私たちの素人考えの中で、１７人位いたらいいんじゃないのという、そう

いう程度の話じゃないと思うんです。ですから、その辺を、現地の方々とやっぱりしっかり話

し合ってもらって。実際、携わってる方がよく分かるんで。  

○委員長（鈴木宏征君） あと何か、今お聞きした中で、審査した中で、この部分はというの

がございましたら。まだ一部の、私もどっちかと言えば、まだ少し、あそこが本当に良いのか

どうかという。丸山参事の方も、もうあそこに決まったというような言い方はしてないんです

よ。今は、あそこの所を第１希望としてやってるんだというような言い方。一部の議員さんの

中では、あそこが最適な位置なのかというのが、まだ根強く残ってる人もいまして、その部分

どうなんですかね。そういうのも入れますか。入れた方がもし良いというのであれば。 

暫時休憩します。  

休憩 午後 ３時５７分  

  

再開 午後 ４時１６分  

○委員長（鈴木宏征君） それでは、委員会を再開します。いろいろ委員さんの方からまとめ

のご意見をいただきましたので、私と副委員長の方で、今の意見に基づいて報告書作らせてい

ただきまして、後でまたチェックしていただいて最終的なものにしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。それでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） それでは、今回の審査につきましては、本来は一応日程としては明

日まであったんですが、今日一日で明日は無いことにしたいと思いますので、それでよろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（鈴木宏征君） じゃ、そういうようなことで行いますので、よろしくお願いします、

今日はご苦労さまでございました。  

（午後 ４時１７分） 

 


