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令和元年度第４回帯広市地域密着型サービス運営委員会議事録 

 

日 時 令和元年 12 月 18 日（水）午後７時 00 分～午後８時 45 分 

場 所 帯広市役所 10 階第５Ａ会議室 

出席委員名 池田委員、井出委員、杉野副会長、但木委員、鳴海委員、濱会長、松田委員 
（五十音順） 

事 務 局  

介護保険課  内藤課長、藤原課長補佐、柴田係長、北野主査、堀主任、稲場主任 

高齢者福祉課 松本課長 

 

１．会議結果 

１１１１））））協議協議協議協議事項事項事項事項２２２２    平成平成平成平成２９２９２９２９年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス事業候補者事業候補者事業候補者事業候補者（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年度開設年度開設年度開設年度開設

分分分分））））にににに係係係係るるるる開設時期開設時期開設時期開設時期のののの延長及延長及延長及延長及びびびび提案内容提案内容提案内容提案内容のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

資料協議事項２および当日配布資料に基づき、平成２９年度開設帯広市地域密着型サービ

ス事業候補者（平成３０年度開設分）に係る開設時期の延長及び提案内容の変更について法

人より申し出の内容について説明を行い、今後の対応方針のとおり委員による協議の結果、

了承を得た。 

    

２２２２））））協議協議協議協議事項事項事項事項１１１１    第第第第七期帯広市高齢者保健福祉計画七期帯広市高齢者保健福祉計画七期帯広市高齢者保健福祉計画七期帯広市高齢者保健福祉計画・・・・介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画におけるにおけるにおけるにおける地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型ササササ

ービスのービスのービスのービスの整備整備整備整備についてについてについてについて    

資料協議事項１に基づき、第七期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における

地域密着型サービスの整備についてこれまでの経過及び施設整備に係る課題を説明した。 

また、今後の対応方針（案）について、人材不足調査・事業者意向調査を行い、令和２年

５月定例開催予定の本委員会における協議事項として「第七期計画における施設整備の実施

状況」について整理を行い、これまでの意向調査等の結果を踏まえ、あらためて第八期計画

の施設整備についての考え方を提案することで委員による協議の結果、了承を得た。 

 

３３３３））））報告報告報告報告事項事項事項事項１１１１    介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業所事業所事業所事業所でででで発生発生発生発生したしたしたした高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの対応対応対応対応にににに係係係係るるるる経過報告経過報告経過報告経過報告についてについてについてについて    

資料報告事項１に基づき、介護サービス事業所で発生した高齢者虐待の対応に係る経過報

告について報告した。 

令和元年１２月１８日 

帯広市地域密着型サービス運営委員会分 
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４４４４））））報告報告報告報告事項事項事項事項２２２２    地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設アルペジオアルペジオアルペジオアルペジオ「「「「稼働稼働稼働稼働ベッドベッドベッドベッド数数数数２０２０２０２０床床床床のののの運営運営運営運営」」」」につにつにつにつ

いていていていて    

資料報告事項２に基づき、地域密着型介護老人福祉施設アルペジオ「稼働ベッド数２０床

の運営」について報告した。 

 

２．主な質疑、意見等の概要 

協議協議協議協議事項事項事項事項２２２２平成平成平成平成２９２９２９２９年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型年度開設帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス事業候補者事業候補者事業候補者事業候補者（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年度開設分年度開設分年度開設分年度開設分））））にににに

係係係係るるるる開設時期開設時期開設時期開設時期のののの延長及延長及延長及延長及びびびび提案内容提案内容提案内容提案内容のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

    

    社会医療法人北斗社会医療法人北斗社会医療法人北斗社会医療法人北斗からからからから説明説明説明説明    

    本日本日本日本日ははははグループホームのグループホームのグループホームのグループホームの計画計画計画計画のののの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴いこのようないこのようないこのようないこのような機会機会機会機会をいただきをいただきをいただきをいただき誠誠誠誠ににににありがとうございありがとうございありがとうございありがとうござい

ますますますます。。。。ではではではでは、、、、計画計画計画計画のののの変更変更変更変更についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    まずまずまずまず、、、、開設開設開設開設がががが遅遅遅遅れたれたれたれた経緯経緯経緯経緯としてはとしてはとしてはとしては介護介護介護介護スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの充足充足充足充足がががが出来出来出来出来ずずずず、、、、改修工事改修工事改修工事改修工事のののの着手着手着手着手がががが出来出来出来出来なかなかなかなか

ったことがったことがったことがったことが要因要因要因要因となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、法人全体法人全体法人全体法人全体をををを通通通通じじじじてててて介護介護介護介護スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの一定数一定数一定数一定数のののの確保確保確保確保とととと見込見込見込見込みみみみがががが立立立立っっっっ

たためたためたためたため、、、、改改改改めてめてめてめて建築計画建築計画建築計画建築計画のののの見直見直見直見直しをしをしをしを図図図図ったところったところったところったところ既存施設既存施設既存施設既存施設のののの限限限限られたスペースでのられたスペースでのられたスペースでのられたスペースでの改修工事改修工事改修工事改修工事をををを

するのするのするのするのではなくではなくではなくではなく、、、、新築新築新築新築によるレイアウトのによるレイアウトのによるレイアウトのによるレイアウトの最適化最適化最適化最適化がががが入居者入居者入居者入居者にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要であるとであるとであるとであると判断判断判断判断させていさせていさせていさせてい

ただいたところですただいたところですただいたところですただいたところです。。。。    

    またまたまたまた、、、、建築建築建築建築コストやコストやコストやコストや耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数等等等等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、新築新築新築新築のののの方方方方がががが安定安定安定安定したしたしたした運営運営運営運営をををを行行行行うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来るといるといるといるとい

うこともありうこともありうこともありうこともあり、、、、開設場所開設場所開設場所開設場所をををを含含含含めめめめ変変変変更更更更ををををさせていただいたところですさせていただいたところですさせていただいたところですさせていただいたところです。。。。    

    

    ではではではでは、、、、資料資料資料資料にににに沿沿沿沿ってってってって説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    旧図面旧図面旧図面旧図面についてはあおぞらについてはあおぞらについてはあおぞらについてはあおぞらククククリニックのリニックのリニックのリニックの建物建物建物建物のののの中中中中になりますになりますになりますになります。。。。縦縦縦縦に９に９に９に９室並室並室並室並んだ２ユニットのんだ２ユニットのんだ２ユニットのんだ２ユニットの

タイプでタイプでタイプでタイプで改修工事改修工事改修工事改修工事ととととなっておりましたがなっておりましたがなっておりましたがなっておりましたが、、、、変更後変更後変更後変更後はあおぞらクリニックのはあおぞらクリニックのはあおぞらクリニックのはあおぞらクリニックの東隣東隣東隣東隣のののの駐車場駐車場駐車場駐車場のスペのスペのスペのスペ

ースにースにースにースに平屋構造平屋構造平屋構造平屋構造のののの新築工事新築工事新築工事新築工事をををを行行行行うこととしましたうこととしましたうこととしましたうこととしました。。。。    

    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、居間居間居間居間・・・・台所台所台所台所のスペースについてはのスペースについてはのスペースについてはのスペースについては従来従来従来従来のののの設計設計設計設計とととと大大大大きなきなきなきな変更変更変更変更はありませんはありませんはありませんはありません。。。。大大大大きききき

なななな変更点変更点変更点変更点としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、居間居間居間居間・・・・食堂食堂食堂食堂をををを囲囲囲囲むようにむようにむようにむように居室居室居室居室ががががあることであることであることであることでスタッフにとってスタッフにとってスタッフにとってスタッフにとって見晴見晴見晴見晴らしらしらしらし

がががが良良良良くくくく、、、、利用者利用者利用者利用者にににに対対対対しししし見守見守見守見守りのりのりのりの目目目目がががが行行行行きききき届届届届きききき、、、、ササササービスのービスのービスのービスの効率化効率化効率化効率化がががが図図図図られるようなられるようなられるようなられるような設計設計設計設計になっになっになっになっ
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ていますていますていますています。。。。    

    開設場所開設場所開設場所開設場所につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、変更変更変更変更前前前前はあおぞらクリニックの４はあおぞらクリニックの４はあおぞらクリニックの４はあおぞらクリニックの４階階階階、、、、変更後変更後変更後変更後はははは帯広市帯広市帯広市帯広市西西西西１１１１８８８８条南条南条南条南

４４４４丁丁丁丁目目目目１１１１番番番番３９３９３９３９号号号号、、、、あおぞらクリニックのあおぞらクリニックのあおぞらクリニックのあおぞらクリニックの東東東東側側側側のののの駐車場駐車場駐車場駐車場になりますになりますになりますになります。。。。    

    変更前変更前変更前変更前はははは改修工事改修工事改修工事改修工事となっていましたがとなっていましたがとなっていましたがとなっていましたが、、、、変更後変更後変更後変更後はははは新築新築新築新築木木木木造工事造工事造工事造工事となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

    １ユニット１ユニット１ユニット１ユニット内内内内にににに介護介護介護介護浴浴浴浴室室室室をををを一一一一つつつつ設設設設置置置置してしてしてしておりおりおりおり、、、、ユニットユニットユニットユニット共同共同共同共同のののの利用利用利用利用となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。もうもうもうもう

一一一一つのユニットではつのユニットではつのユニットではつのユニットでは普普普普通通通通浴浴浴浴室室室室となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、どちどちどちどちらもらもらもらも共共共共用用用用でででで利用利用利用利用がががが出来出来出来出来るようにるようにるようにるように設計設計設計設計しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。    

    設計変更内容設計変更内容設計変更内容設計変更内容のののの資料資料資料資料についてについてについてについて説明説明説明説明しますしますしますします。。。。開設場所開設場所開設場所開設場所はあおぞはあおぞはあおぞはあおぞららららクリニック４クリニック４クリニック４クリニック４階階階階からからからから帯広市帯広市帯広市帯広市西西西西

１１１１８８８８条南条南条南条南４４４４丁丁丁丁目目目目１１１１番番番番３９３９３９３９号号号号にににに変更変更変更変更、、、、構造構造構造構造はははは改修工事改修工事改修工事改修工事からからからから新築新築新築新築木木木木造工事造工事造工事造工事になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    

    居室居室居室居室についてはについてはについてはについては 16.8016.8016.8016.80 ㎡～㎡～㎡～㎡～17.4017.4017.4017.40 ㎡㎡㎡㎡からからからから 9.319.319.319.31 ㎡㎡㎡㎡のののの内法内法内法内法 8.308.308.308.30～～～～8.358.358.358.35 ㎡㎡㎡㎡にににに小小小小さくなっておりまさくなっておりまさくなっておりまさくなっておりま

すすすす。。。。食堂食堂食堂食堂・・・・台所台所台所台所はははは 19.0119.0119.0119.01 ㎡㎡㎡㎡からからからから 21.5321.5321.5321.53 ㎡㎡㎡㎡、、、、居間居間居間居間はははは 33.6033.6033.6033.60 ㎡㎡㎡㎡からからからから 27.3227.3227.3227.32 ㎡㎡㎡㎡にににに変更変更変更変更となっておりまとなっておりまとなっておりまとなっておりま

すすすす。。。。先先先先ほどほどほどほどおおおお伝伝伝伝えしたとおりえしたとおりえしたとおりえしたとおり、、、、各各各各居室居室居室居室からのからのからのからの見通見通見通見通しがしがしがしが改改改改善善善善されされされされ、、、、スタッフがすスタッフがすスタッフがすスタッフがすぐぐぐぐにににに対応対応対応対応できるできるできるできる

ようにしておりますようにしておりますようにしておりますようにしております。。。。    

浴浴浴浴室室室室についてはについてはについてはについては先先先先ほどほどほどほどのののの説明説明説明説明のとおりでのとおりでのとおりでのとおりで各各各各ユニットにユニットにユニットにユニットに普普普普通通通通浴浴浴浴室室室室又又又又はははは介護介護介護介護浴浴浴浴室室室室をををを設設設設置置置置しししし、、、、共共共共用用用用

利用利用利用利用がががが可能可能可能可能となとなとなとなっておりますっておりますっておりますっております。。。。洗濯洗濯洗濯洗濯室室室室はははは、、、、変更前変更前変更前変更前は１かは１かは１かは１か所所所所でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、変更後変更後変更後変更後はははは各各各各ユニッユニッユニッユニッ

トで１かトで１かトで１かトで１か所所所所のののの設設設設置置置置ができるようになりましたができるようになりましたができるようになりましたができるようになりました。。。。    

スタッフルームはスタッフルームはスタッフルームはスタッフルームは 17.1217.1217.1217.12 ㎡㎡㎡㎡からからからから 22.3522.3522.3522.35 ㎡㎡㎡㎡になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの仮眠仮眠仮眠仮眠やややや休憩休憩休憩休憩・・・・交流交流交流交流等等等等

ができるようができるようができるようができるよう広広広広くくくく設定設定設定設定しましたしましたしましたしました。。。。    

    

家賃家賃家賃家賃、、、、食食食食費他収支費他収支費他収支費他収支計画計画計画計画についてですについてですについてですについてです。。。。    

家賃家賃家賃家賃はははは、、、、変更前変更前変更前変更前はははは 35,00035,00035,00035,000 円円円円でででで変更後変更後変更後変更後はははは 40,00040,00040,00040,000 円円円円ですですですです。。。。変更変更変更変更理由理由理由理由としてはとしてはとしてはとしては帯広市内帯広市内帯広市内帯広市内のグルーのグルーのグルーのグルー

プホームのプホームのプホームのプホームの家賃家賃家賃家賃相相相相場場場場をををを確確確確認認認認しししし、、、、建築建築建築建築費費費費及及及及びびびび今今今今後後後後のののの修修修修繕費繕費繕費繕費等等等等のののの見込見込見込見込額額額額をををを含含含含めためためためた結果結果結果結果、、、、家賃家賃家賃家賃のののの変更変更変更変更

をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。またまたまたまた、、、、生生生生活活活活保護保護保護保護・・・・非課税世非課税世非課税世非課税世帯帯帯帯についてはについてはについてはについては変更変更変更変更なくなくなくなく 33330,0000,0000,0000,000 円円円円となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

食食食食費費費費についてについてについてについてはははは変更変更変更変更ありませんありませんありませんありません。。。。水道光熱費水道光熱費水道光熱費水道光熱費についてはについてはについてはについては消費税消費税消費税消費税のののの変更及変更及変更及変更及びびびび新築新築新築新築木木木木造造造造になったになったになったになった

ことによることによることによることによる電気電気電気電気、、、、燃燃燃燃料料料料のののの増加増加増加増加がががが見込見込見込見込まれるためまれるためまれるためまれるため増額増額増額増額とさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきましたとさせていただきました。。。。    

    

設計設計設計設計書書書書についてですについてですについてですについてです。。。。新築工事新築工事新築工事新築工事にかかるにかかるにかかるにかかる費費費費用用用用はははは約約約約 8,8008,8008,8008,800 万円万円万円万円をををを見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。変更前変更前変更前変更前のののの
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改修改修改修改修費費費費用用用用はははは約約約約 1111 億億億億 3,0003,0003,0003,000 万円万円万円万円をををを見込見込見込見込んでいたためんでいたためんでいたためんでいたため、、、、新築新築新築新築のののの方方方方ががががコストコストコストコストダダダダウウウウンンンンとなりとなりとなりとなり、、、、なおかつなおかつなおかつなおかつ

利用者利用者利用者利用者にとってよりにとってよりにとってよりにとってより良良良良いサービスのいサービスのいサービスのいサービスの提提提提供供供供ができるとのことでができるとのことでができるとのことでができるとのことで変更後変更後変更後変更後のののの計画計画計画計画でででで進進進進めめめめさせていたださせていたださせていたださせていただ

きたいきたいきたいきたい次次次次第第第第でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

収支収支収支収支計画計画計画計画についてについてについてについて説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。前前前前回回回回のののの収収収収入入入入よりもよりもよりもよりも下下下下がっているのはがっているのはがっているのはがっているのは平平平平均均均均介護度介護度介護度介護度のののの見込見込見込見込みみみみ

のののの見直見直見直見直しをしたところですしをしたところですしをしたところですしをしたところです。。。。ただただただただ、、、、建築建築建築建築コストのコストのコストのコストのダダダダウウウウンンンンやややや職員収職員収職員収職員収入入入入のののの水準水準水準水準のののの見直見直見直見直しししし等等等等によりによりによりにより事事事事

業業業業損益損益損益損益としてはとしてはとしてはとしては 160160160160 万円万円万円万円ほどほどほどほどのののの増益増益増益増益をををを見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

３３３３年目年目年目年目以降以降以降以降についてもについてもについてもについても収支収支収支収支計画計画計画計画のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、ププププララララスのスのスのスの収支収支収支収支のののの計計計計上予上予上予上予定定定定となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、長期的長期的長期的長期的にににに

安定安定安定安定したしたしたした運営運営運営運営をすることができるをすることができるをすることができるをすることができる見込見込見込見込みとなっておりますみとなっておりますみとなっておりますみとなっております。。。。    

建築建築建築建築のののの工期工期工期工期としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、2020202020202020 年年年年 8888 月月月月からからからから 2021202120212021 年年年年 1111 月月月月までのまでのまでのまでの予予予予定定定定としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。万万万万がががが一一一一

工期工期工期工期がががが遅遅遅遅れるれるれるれる状況状況状況状況となったとなったとなったとなった場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、1111 月月月月までのまでのまでのまでの予予予予定定定定がががが現現現現時点時点時点時点でででで、、、、余裕余裕余裕余裕をもったをもったをもったをもった工期工期工期工期のののの日日日日程程程程とととと

しているためしているためしているためしているため 2022022022021111年年年年 3333 月月月月 1111日日日日のののの開設開設開設開設にはにはにはには問題問題問題問題ないとないとないとないと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

よってよってよってよって、、、、第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画・・・・介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画中中中中にににに開設開設開設開設がががが可能可能可能可能となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ますますますます。。。。    

    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委委委委員員員員からからからからのののの質質質質疑疑疑疑・・・・応応応応答答答答    

□□□□変更前変更前変更前変更前のののの計画計画計画計画のときはのときはのときはのときは、、、、改修改修改修改修のののの見見見見積積積積もりやもりやもりやもりや人人人人員員員員についについについについてもてもてもても含含含含めてめてめてめて出来出来出来出来るとのるとのるとのるとの話話話話でででで委員委員委員委員会会会会のののの

場場場場でででで説明説明説明説明があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うううう。。。。大大大大幅幅幅幅なななな変更変更変更変更のののの説明説明説明説明についてについてについてについてははははわわわわかるかるかるかるがががが計計計計画画画画どどどどおりにおりにおりにおりに遂遂遂遂行行行行できなかできなかできなかできなか

ったったったったことにことにことにことに対対対対するするするする見込見込見込見込みみみみのののの甘甘甘甘さをさをさをさを感感感感じるじるじるじることからことからことからことから、、、、見直見直見直見直しによるしによるしによるしによる変更変更変更変更計画計画計画計画にににに基基基基づづづづいていていていて、、、、このこのこのこの

ようにしたいとのようにしたいとのようにしたいとのようにしたいとの説明説明説明説明をををを受受受受けてもけてもけてもけても、、、、本本本本当当当当にににに大大大大丈夫丈夫丈夫丈夫かかかか。。。。とととと不信感不信感不信感不信感をををを抱抱抱抱くくくく部部部部分分分分があるがあるがあるがある。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□前前前前回回回回のののの計画計画計画計画とととと違違違違いいいい介護介護介護介護職員職員職員職員にににに事事事事務作務作務作務作業業業業をををを担担担担うとのことであったがうとのことであったがうとのことであったがうとのことであったが、、、、介護介護介護介護員員員員数数数数のののの変更変更変更変更のののの経緯経緯経緯経緯

やややや変更変更変更変更にににに至至至至ったったったった理由理由理由理由はあるのはあるのはあるのはあるのかかかか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→母体が医療法人なので専門職にこだわり介護職、事務職と分けて専門分野ごとに考えてい

たが、マルチタスク的に協力しあっていこうということになり、柔軟な対応をさせていただ

きたいのが一点、人材を確保するといったところで、職員同士が協力し合って対応していっ

て欲しいとの思いで変更に至った。（社会医療法人北斗） 
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□□□□現現現現場場場場のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて言言言言わわわわせていただくとせていただくとせていただくとせていただくと、、、、介護介護介護介護のののの仕仕仕仕事事事事をしながらをしながらをしながらをしながら事事事事務作務作務作務作業業業業もももも行行行行うとうとうとうといっいっいっいっ

たことはたことはたことはたことは出来出来出来出来ないないないない。。。。利用者利用者利用者利用者にとってにとってにとってにとって目目目目のののの行行行行きききき届届届届いたいたいたいた住住住住みやすいみやすいみやすいみやすい場所場所場所場所とのとのとのとの話話話話もあったがもあったがもあったがもあったが、、、、事事事事務務務務

もしながらもしながらもしながらもしながらのののの対応対応対応対応となるととなるととなるととなると介護介護介護介護のののの仕仕仕仕事事事事がががが煩雑煩雑煩雑煩雑になるとになるとになるとになると思思思思わわわわれるれるれるれる。。。。職員職員職員職員にとってにとってにとってにとって働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい職職職職

場場場場になっていただきたいとになっていただきたいとになっていただきたいとになっていただきたいと思思思思うううう。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□人人人人員員員員についてはについてはについてはについては介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法にににに基基基基づづづづくくくく人人人人員員員員基基基基準準準準をををを遵遵遵遵守守守守しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないためならないためならないためならないため、、、、そそそそのためののためののためののための

勤務勤務勤務勤務体体体体制制制制をををを確保確保確保確保しつつしつつしつつしつつ、、、、事事事事務作務作務作務作業業業業をををを行行行行ううううとなるととなるととなるととなると、、、、現現現現場場場場はははは頑張頑張頑張頑張っているのにっているのにっているのにっているのに頑張頑張頑張頑張りりりり続続続続けなけけなけけなけけなけ

れれれればばばばならないならないならないならない職職職職場場場場になってしまうとになってしまうとになってしまうとになってしまうと思思思思うううう。。。。そそそそういったういったういったういった職職職職場場場場はははは職員職員職員職員にとってにとってにとってにとって辛辛辛辛いいいい環境環境環境環境になってになってになってになって

しまうしまうしまうしまう。。。。法人法人法人法人としてもとしてもとしてもとしても働働働働きききき方方方方についてについてについてについて再再再再度度度度検討検討検討検討していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□介護介護介護介護スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの人数人数人数人数がががが常勤常勤常勤常勤で１２で１２で１２で１２名配置名配置名配置名配置とのことでとのことでとのことでとのことで、、、、率直率直率直率直なななな意意意意見見見見としてはかなりとしてはかなりとしてはかなりとしてはかなり少少少少ないとないとないとないと

感感感感じるじるじるじる。。。。勤務表勤務表勤務表勤務表をををを作作作作成成成成してしてしてしてシュミシュミシュミシュミレーレーレーレーションションションションをしているのかをしているのかをしているのかをしているのか、、、、ここここのののの体体体体制制制制ででででスタッフのスタッフのスタッフのスタッフの休休休休みがみがみがみが

取取取取れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、そそそそれにれにれにれに、、、、事事事事務作務作務作務作業業業業もももも加加加加わわわわるとるとるとると、、、、ギギギギリリリリギギギギリのリのリのリの人数人数人数人数ででででどどどどのようにのようにのようにのように回回回回るのかとるのかとるのかとるのかと心配心配心配心配でででで

あるあるあるある。。。。食事食事食事食事はははは誰誰誰誰がががが作作作作るるるる計画計画計画計画になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→ユニットごとにキッチンを配置しているため、スタッフでの食事を考えている。また、調

理については、共同生活の場ということがグループホームの主旨であるため、生活訓練の一

部として入居者と一緒に食事の準備を進めていくことも含めて行うことを計画している。（社

会医療法人北斗） 

□□□□ではではではでは、、、、買買買買いいいい物物物物やややや食食食食材材材材のののの確保確保確保確保ははははどどどどうするのかうするのかうするのかうするのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□スタッフがスタッフがスタッフがスタッフが買買買買いいいい物物物物をするのかをするのかをするのかをするのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□収支収支収支収支計画計画計画計画でででで平平平平均均均均介護度介護度介護度介護度２２２２．．．．５５５５とととと見込見込見込見込んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、生生生生活訓練活訓練活訓練活訓練のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして調理調理調理調理とのことであるとのことであるとのことであるとのことである

がががが、、、、出来出来出来出来るるるる人人人人もいれもいれもいれもいればばばば、、、、出来出来出来出来ないないないない人人人人がいることのがいることのがいることのがいることの理解理解理解理解がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、やりやりやりやり方方方方としてはとしてはとしてはとしては

ププププランランランランをををを立立立立てててててててて行行行行ったったったった方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、調理調理調理調理をををを行行行行うことでうことでうことでうことでスタッフのスタッフのスタッフのスタッフの支援支援支援支援がががが必必必必要要要要となとなとなとな

るるるる他他他他要要要要素素素素もももも含含含含めていくとめていくとめていくとめていくと先先先先ほどほどほどほどとととと同同同同じようにスタッフがじようにスタッフがじようにスタッフがじようにスタッフが足足足足りないといったりないといったりないといったりないといった難難難難しいしいしいしい部部部部分分分分がががが発生発生発生発生

することがすることがすることがすることが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□施設施設施設施設はははは最最最最初初初初のののの開設開設開設開設時時時時のののの介護介護介護介護度度度度はははは軽軽軽軽くくくく、、、、そそそそこからこからこからこから入所入所入所入所のののの年数年数年数年数をををを重重重重ねねねねていくことによていくことによていくことによていくことによってってってって介護介護介護介護

度度度度がががが重重重重くなってくるくなってくるくなってくるくなってくる傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがあるとととと思思思思うううう。。。。そそそそのののの中中中中でででで生生生生活訓練活訓練活訓練活訓練のののの一一一一部部部部としてとしてとしてとして調理調理調理調理のののの支援支援支援支援をををを考考考考えてえてえてえて

おおおおりりりり、、、、介護介護介護介護助助助助手手手手のののの確保確保確保確保をををを行行行行っていくことはっていくことはっていくことはっていくことは良良良良いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、今今今今後後後後としてとしてとしてとしてスタッフがスタッフがスタッフがスタッフが足足足足りなくなりなくなりなくなりなくな

るるるることはことはことはことは想想想想定定定定できるのでできるのでできるのでできるので、、、、調理支援調理支援調理支援調理支援やややや食事食事食事食事ケケケケアなアなアなアなどどどどにににに係係係係るるるる職員職員職員職員へへへへのののの負担負担負担負担もももも考慮考慮考慮考慮しししし、、、、法人法人法人法人としとしとしとし
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てててて体体体体制制制制のののの検討検討検討検討をしてをしてをしてをして欲欲欲欲しいしいしいしい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□追加追加追加追加事項事項事項事項としてとしてとしてとして、、、、介護介護介護介護浴槽浴槽浴槽浴槽をををを導導導導入入入入したことはしたことはしたことはしたことは評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

    

□□□□改築改築改築改築からからからから新築新築新築新築にすることでにすることでにすることでにすることで建築建築建築建築費費費費はははは減額減額減額減額になっているのにになっているのにになっているのにになっているのに対対対対してしてしてして家賃家賃家賃家賃のののの増額増額増額増額になったになったになったになったのかのかのかのか

理由理由理由理由をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

→地域のグループホームの家賃設定の相場を再度確認したことと、変更前は正職員１２名体

制から変更後は、専門性を生かすという考え方で以前はパートの雇用を見込んではいなかっ

たが介護助手を４名増やし１６名体制の常勤換算で１２名としている。人員基準に基づき算

出しており法人としては収支についても考慮しながら多くの人員を配置したと認識をしてい

る。入居を希望してくる方も社会医療法人ということもあり、医療機関としての役割を求め

て介護度の高い方が多いのではないかと想定をしているが、収支計画では介護度５の入居者

は見込んでいない。（社会医療法人北斗） 

    

□□□□利用者利用者利用者利用者のののの負担負担負担負担についてについてについてについてははははどどどどのののの程程程程度度度度のののの支払支払支払支払いいいい額額額額になるのかになるのかになるのかになるのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→家賃、食費、水光熱費等で約９万２千円、介護保険の自己負担分を合わせて１２～１３万

５千円ほどになると見込んでいる。（社会医療法人北斗） 

    

□□□□居室居室居室居室についてについてについてについて 16.8016.8016.8016.80 ㎡～㎡～㎡～㎡～17.4017.4017.4017.40 ㎡㎡㎡㎡からからからから 9.319.319.319.31 ㎡㎡㎡㎡のののの内法内法内法内法 8.308.308.308.30～～～～8.358.358.358.35 ㎡㎡㎡㎡にににに変更変更変更変更となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、

理由理由理由理由としてはとしてはとしてはとしては入居者入居者入居者入居者自身自身自身自身がががが部部部部屋屋屋屋のののの手入手入手入手入れをれをれをれを行行行行うことをうことをうことをうことを考考考考えコえコえコえコンパンパンパンパクトにクトにクトにクトに機機機機能能能能をまとめたとしをまとめたとしをまとめたとしをまとめたとし

ているがているがているがているが、、、、詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□変更前変更前変更前変更前のののの居室居室居室居室がグループホームのがグループホームのがグループホームのがグループホームのサイサイサイサイズズズズととととしてしてしてして広広広広すすすすぎぎぎぎたたたた部部部部分分分分はあったはあったはあったはあった。。。。変更後変更後変更後変更後のののの居室居室居室居室のサのサのサのサ

イイイイズズズズがががが普普普普通通通通であるであるであるである。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

→変更前の図面の居室は元々病室であった。病室は約 34 ㎡あったものに仕切りを入れること

で半分に分割して居室としていた。（社会医療法人北斗） 

    

□□□□共同共同共同共同生生生生活活活活介護介護介護介護のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして食事食事食事食事のののの調理調理調理調理をををを入居者入居者入居者入居者とととと一一一一緒緒緒緒にににに作作作作るるるる話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、あくまでもあくまでもあくまでもあくまでもおおおお

手手手手伝伝伝伝いのいのいのいの範範範範囲囲囲囲ででででカカカカウウウウンンンントトトトしてしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者にににに事事事事務務務務作作作作業業業業をををを行行行行うことについてはうことについてはうことについてはうことについては介護従事介護従事介護従事介護従事
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者者者者がががが介護日介護日介護日介護日誌誌誌誌をををを記録記録記録記録するなするなするなするなどどどどのののの事事事事務作務作務作務作業業業業はははは介護業介護業介護業介護業務務務務のののの中中中中にににに含含含含まれるがまれるがまれるがまれるが、、、、そそそそのののの他他他他のののの事事事事務作務作務作務作業業業業にににに

ついてはついてはついてはついては勤務勤務勤務勤務ののののシシシシフフフフトトトトをををを明確明確明確明確にににに分分分分けてけてけてけて、、、、介護介護介護介護とととと事事事事務務務務をををを行行行行うううう時間時間時間時間帯帯帯帯をををを勤務表勤務表勤務表勤務表にににに作作作作成成成成するするするする必必必必要要要要がががが

あるあるあるある。。。。（（（（事事事事務局務局務局務局））））    

    

□□□□夜勤夜勤夜勤夜勤はははは一人一人一人一人あたりあたりあたりあたり月月月月にににに何回何回何回何回行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。正職員正職員正職員正職員ややややパパパパートートートート職員職員職員職員のののの体体体体制制制制をををを考考考考えているとのことでえているとのことでえているとのことでえているとのことで、、、、

どどどどこまでこまでこまでこまで対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

→計画では正職員およびパート職員も夜勤の対応を想定しており、月５回から６回を限度に

夜勤回数を見込んでいる。（社会医療法人北斗） 

□□□□夜勤夜勤夜勤夜勤もももも含含含含めてめてめてめて特特特特定定定定のののの職員職員職員職員にににに負担負担負担負担がががが重重重重ならないようならないようならないようならないようにににに、、、、働働働働くくくく職員職員職員職員のことをのことをのことをのことを考考考考えてえてえてえてシシシシフトをフトをフトをフトを組組組組

むようにむようにむようにむようにおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委員委員委員委員からからからからのののの意意意意見見見見    

□□□□今回今回今回今回のののの変更変更変更変更にかかるにかかるにかかるにかかる法人法人法人法人からのからのからのからの説明説明説明説明はははは、、、、プレプレプレプレゼンテゼンテゼンテゼンテーーーーションションションションからやりからやりからやりからやり直直直直したしたしたした方方方方がいいのでがいいのでがいいのでがいいので

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思うようなうようなうようなうような内容内容内容内容であったであったであったであった。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□人人人人員員員員がががが厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと感感感感じたのがじたのがじたのがじたのが率直率直率直率直なななな意意意意見見見見であるであるであるである。。。。常勤常勤常勤常勤６６６６人人人人で１ユニットをで１ユニットをで１ユニットをで１ユニットを回回回回すのはすのはすのはすのは負担負担負担負担がががが大大大大

きいのきいのきいのきいのではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□勤務勤務勤務勤務体体体体制制制制をををを作作作作ってみないとってみないとってみないとってみないとわわわわからないからないからないからない部部部部分分分分はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、このこのこのこの体体体体制制制制ではではではでは休休休休みがみがみがみがほほほほとんとんとんとんどどどど取取取取れなれなれなれな

いいいい状態状態状態状態にににになるのではなるのではなるのではなるのではなななないいいいかかかか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□運営基運営基運営基運営基準準準準ではではではでは、、、、日中日中日中日中はははは常勤常勤常勤常勤３３３３名以上名以上名以上名以上となっているなかでとなっているなかでとなっているなかでとなっているなかで、、、、収支収支収支収支だけをだけをだけをだけを見見見見ながらのながらのながらのながらの人人人人員配置員配置員配置員配置

はははは厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと感感感感じたじたじたじた。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□常勤換算常勤換算常勤換算常勤換算で１２で１２で１２で１２人人人人なのでなのでなのでなので、、、、１ユニット１ユニット１ユニット１ユニット配置配置配置配置６６６６人人人人となるとなるとなるとなる。。。。常勤常勤常勤常勤 0.50.50.50.5人人人人ののののパパパパートートートート職員職員職員職員が１０が１０が１０が１０人人人人

いていていていて、、、、例例例例ええええば８ば８ば８ば８時間時間時間時間勤務勤務勤務勤務であれであれであれであればばばば４４４４時間時間時間時間勤務勤務勤務勤務ののののパパパパートートートート職員職員職員職員はははは常勤常勤常勤常勤 0.50.50.50.5とととと考考考考えるえるえるえる。。。。そそそそのののの勤務勤務勤務勤務体体体体

制制制制のののの中中中中でででで、、、、日中日中日中日中の３の３の３の３：：：：１で１で１で１でカカカカウウウウンンンントできるトできるトできるトできる設定設定設定設定をををを設設設設けるとなるとけるとなるとけるとなるとけるとなると、、、、どどどどののののようにようにようにように勤務表勤務表勤務表勤務表をををを作作作作成成成成

していくのかしっかりとしていくのかしっかりとしていくのかしっかりとしていくのかしっかりとしたしたしたしたシュミシュミシュミシュミレーレーレーレーションションションションをしていくをしていくをしていくをしていく必必必必要要要要があるがあるがあるがある。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□食事食事食事食事についてはについてはについてはについては、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには調理調理調理調理をををを担当担当担当担当になったになったになったになった職員職員職員職員ははははほぼほぼほぼほぼ１１１１日中食事日中食事日中食事日中食事にかかにかかにかかにかかわわわわることにることにることにることに

なるなるなるなる。。。。朝昼夜朝昼夜朝昼夜朝昼夜のののの調理調理調理調理があるためがあるためがあるためがあるため、、、、介護介護介護介護のののの時間時間時間時間はははは少少少少なくなってくるなくなってくるなくなってくるなくなってくる。。。。そそそそういったこともういったこともういったこともういったことも含含含含めてめてめてめて

人数的人数的人数的人数的なななな厳厳厳厳しさがあるしさがあるしさがあるしさがある。。。。（（（（委員委員委員委員））））    
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□□□□共同共同共同共同生生生生活活活活介護介護介護介護としてとしてとしてとして一一一一緒緒緒緒にににに入居者入居者入居者入居者とととと一一一一緒緒緒緒にににに調理調理調理調理をするとのをするとのをするとのをするとの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、他他他他のグループホのグループホのグループホのグループホ

ームでもームでもームでもームでも野菜野菜野菜野菜のののの皮皮皮皮むきなむきなむきなむきなどどどどをををを一一一一緒緒緒緒にににに行行行行ううううななななどどどどををををしてもらうことしてもらうことしてもらうことしてもらうことはあるはあるはあるはある。。。。ただただただただ出来出来出来出来ることをしることをしることをしることをし

てもらうことがてもらうことがてもらうことがてもらうことが前提前提前提前提となるためとなるためとなるためとなるため、、、、人人人人とととと人人人人とでとでとでとで共同作共同作共同作共同作業業業業をををを行行行行うというよりはうというよりはうというよりはうというよりは支援支援支援支援をしていくこをしていくこをしていくこをしていくこ

とになるとになるとになるとになる。。。。担当担当担当担当するするするする職員職員職員職員がががが全全全全てててて調理調理調理調理をしたをしたをしたをしたほほほほうがうがうがうが断断断断然早然早然早然早いがいがいがいが、、、、入居者入居者入居者入居者とととと一一一一緒緒緒緒にやることをにやることをにやることをにやることを目目目目

的的的的としているのであれとしているのであれとしているのであれとしているのであればばばば介護介護介護介護をしていくことになるためをしていくことになるためをしていくことになるためをしていくことになるため職員職員職員職員のののの対応対応対応対応がががが必必必必要要要要となってくるとなってくるとなってくるとなってくる。。。。    

（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□周周周周りりりりのののの地域地域地域地域のののの方方方方たたたたちちちちとととと連携連携連携連携をしていをしていをしていをしていきながらきながらきながらきながら、、、、入居者入居者入居者入居者とのとのとのとの交流交流交流交流をしていくことがよいとをしていくことがよいとをしていくことがよいとをしていくことがよいと思思思思

わわわわれるれるれるれる。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□収支収支収支収支計画計画計画計画でででで、、、、介護度介護度介護度介護度のののの話話話話ををををしていたがしていたがしていたがしていたが想想想想定定定定できるものではないできるものではないできるものではないできるものではない。。。。開設開設開設開設してみないとしてみないとしてみないとしてみないとわわわわからからからから

ないものであるないものであるないものであるないものである。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□人人人人員員員員をををを増増増増やせやせやせやせばばばば、、、、収支収支収支収支計画計画計画計画ではではではでは赤字赤字赤字赤字経営経営経営経営になってしまうためになってしまうためになってしまうためになってしまうため、、、、ただただただただ人人人人員員員員をををを増増増増やせやせやせやせばばばば良良良良いといといといと

いういういういうわわわわけではないのかけではないのかけではないのかけではないのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□事事事事務作務作務作務作業業業業のののの話題話題話題話題があったががあったががあったががあったが、、、、多多多多くのくのくのくの事業所事業所事業所事業所でででではははは事事事事務作務作務作務作業業業業員員員員のみののみののみののみの雇雇雇雇用用用用はしていないはしていないはしていないはしていない。。。。管理管理管理管理

者者者者がががが事事事事務作務作務作務作業業業業をををを管理管理管理管理業業業業務務務務のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして勤務勤務勤務勤務時間時間時間時間をををを設設設設けているけているけているけている場場場場合合合合がががが多多多多いいいい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□こういったこういったこういったこういった介護施設介護施設介護施設介護施設についてもについてもについてもについても固固固固定資定資定資定資産税産税産税産税はかかるのかはかかるのかはかかるのかはかかるのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→固定資産税の対象となるが、運営する法人によっては非課税となる。（事務局） 

□□□□開設開設開設開設にににに伴伴伴伴いいいい、、、、満満満満床床床床になるかになるかになるかになるかどどどどうかもうかもうかもうかも重要重要重要重要ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、グループホームグループホームグループホームグループホーム待機者待機者待機者待機者ははははどどどどのののの程程程程度度度度いいいい

るのかるのかるのかるのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→グループホームの待機者は約１３０名である。（事務局） 

□□□□社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人がががが開設開設開設開設するグループホームであれするグループホームであれするグループホームであれするグループホームであればばばば、、、、利用者利用者利用者利用者からすれからすれからすれからすればばばば医療機医療機医療機医療機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携がががが

図図図図られているられているられているられている施設施設施設施設であるとであるとであるとであると思思思思ううううことからことからことからことから安安安安心感心感心感心感があるがあるがあるがある。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□変更前変更前変更前変更前のののの改築改築改築改築ではではではでは建物建物建物建物のののの築年数築年数築年数築年数がががが 40404040年年年年以上以上以上以上経過経過経過経過していることからしていることからしていることからしていることから、、、、今今今今後後後後のののの耐耐耐耐久久久久年数年数年数年数をををを考考考考ええええ

るとるとるとると新築新築新築新築のののの方方方方がががが良良良良いしいしいしいし、、、、コストコストコストコスト的的的的にもにもにもにも新築新築新築新築のののの方方方方がががが低低低低くなることからくなることからくなることからくなることから法人法人法人法人としてはとしてはとしてはとしては今回今回今回今回のののの変更変更変更変更

後後後後のののの計画計画計画計画でででで進進進進めていくといったことにはなるとめていくといったことにはなるとめていくといったことにはなるとめていくといったことにはなると思思思思うううう。。。。ただただただただ、、、、思思思思うううう話話話話だけでだけでだけでだけで進進進進められてもめられてもめられてもめられても困困困困るるるる

のでのでのでので当初当初当初当初からからからから今回今回今回今回のののの計画計画計画計画のののの話話話話がががが上上上上がっていれがっていれがっていれがっていればばばばよりスムーよりスムーよりスムーよりスムーズズズズであったであったであったであった。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□今今今今後後後後ともにともにともにともに収支収支収支収支計計計計画画画画等等等等はははは見込見込見込見込みなのでみなのでみなのでみなので実際実際実際実際のののの運営運営運営運営のののの中中中中でででで事事事事務局務局務局務局がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと指指指指導導導導をしていをしていをしていをしてい

ってってってって欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    
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ではではではでは、、、、本本本本件件件件についてについてについてについて事事事事務局務局務局務局にてにてにてにて集集集集約約約約ををををおおおお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委員委員委員委員からからからから意意意意見見見見にかかるにかかるにかかるにかかる事事事事務局務局務局務局確確確確認認認認事項事項事項事項    

→→→→・・・・整備整備整備整備するするするする内容内容内容内容をををを変更変更変更変更したことによりしたことによりしたことによりしたことにより建築建築建築建築単単単単価価価価がががが下下下下がったことにがったことにがったことにがったことに対対対対しししし、、、、相相相相場場場場をををを勘勘勘勘案案案案してしてしてして居居居居    

室料室料室料室料がががが上上上上がったことやがったことやがったことやがったことや、、、、居室居室居室居室のサイのサイのサイのサイズズズズのののの大大大大幅幅幅幅なななな縮縮縮縮小小小小についてについてについてについて説明説明説明説明があったががあったががあったががあったが、、、、当初当初当初当初計画計画計画計画    

のののの時点時点時点時点からからからから、、、、詳細詳細詳細詳細かつかつかつかつ明確明確明確明確なななな計画計画計画計画をををを策策策策定定定定すすすするるるるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。    

    ・・・・介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者がががが事事事事務作務作務作務作業業業業をををを行行行行うことにうことにうことにうことにあたりあたりあたりあたり、、、、業業業業務務務務内容内容内容内容やややや勤務勤務勤務勤務時間時間時間時間のののの再再再再検討検討検討検討をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。    

    ・・・・食事食事食事食事のののの提提提提供供供供についてについてについてについて、、、、入居者入居者入居者入居者にににに求求求求めるめるめるめる内容内容内容内容はははは共同作共同作共同作共同作業業業業ではなくではなくではなくではなく、、、、あくまであくまであくまであくまで手手手手伝伝伝伝いのいのいのいの範範範範囲囲囲囲    

としてとしてとしてとして想想想想定定定定をををを行行行行ううううことことことこと。。。。    

    

＜＜＜＜地域密着型運営地域密着型運営地域密着型運営地域密着型運営委員委員委員委員会会会会のののの承承承承認認認認にかかるにかかるにかかるにかかる追加追加追加追加事項事項事項事項についてについてについてについて＞＞＞＞    

    ・・・・変更計画変更計画変更計画変更計画におけるにおけるにおけるにおける人人人人員配置員配置員配置員配置についてはについてはについてはについては、、、、介護介護介護介護職員職員職員職員のののの休休休休暇暇暇暇取取取取得得得得やややや夜勤回夜勤回夜勤回夜勤回数数数数へへへへのののの配慮配慮配慮配慮がががが    

一一一一部不部不部不部不足足足足しているとしているとしているとしていると見見見見受受受受けられるためけられるためけられるためけられるため、、、、適適適適切切切切なななな事業所運営事業所運営事業所運営事業所運営にににに必必必必要要要要なななな介護介護介護介護職員職員職員職員のののの配置配置配置配置    

がされるようがされるようがされるようがされるよう、、、、想想想想定定定定されるされるされるされる勤務勤務勤務勤務体体体体制制制制一一一一覧覧覧覧表表表表をををを再再再再度度度度検討検討検討検討することすることすることすること。。。。    
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協議協議協議協議事項事項事項事項１１１１    第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画第七期帯広市高齢者保健福祉計画・・・・介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画におけるにおけるにおけるにおける地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サーサーサーサー

ビスのビスのビスのビスの整備整備整備整備についてについてについてについて    

    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委員委員委員委員かかかからのらのらのらの質疑質疑質疑質疑・・・・応応応応答答答答    

□□□□現現現現在在在在、、、、待機者待機者待機者待機者がいるというがいるというがいるというがいるという状況状況状況状況のののの解消解消解消解消のためにはのためにはのためにはのためには、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備はははは優優優優先先先先的的的的なななな課題課題課題課題とはなっていとはなっていとはなっていとはなってい

るとはるとはるとはるとは思思思思うがうがうがうが、、、、人人人人材材材材確保確保確保確保のののの観観観観点点点点からからからから難難難難しいのがしいのがしいのがしいのが現状現状現状現状であるであるであるである。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□グループホームのグループホームのグループホームのグループホームの待機者待機者待機者待機者がががが約約約約１３０１３０１３０１３０名名名名とのとのとのとの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、特特特特養養養養のののの待機者待機者待機者待機者のののの約約約約５５５５９０９０９０９０名名名名とととと重重重重

複複複複しているのかしているのかしているのかしているのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→それぞれの待機者調査ごとに名寄せを行っているため、重複する対象者はいる。（事務局） 

□□□□グループホームのグループホームのグループホームのグループホームの利用利用利用利用者者者者負担額負担額負担額負担額がががが約約約約１２１２１２１２～～～～１４１４１４１４万万万万円円円円ほどほどほどほどかかかかかかかかるためるためるためるため、、、、広域広域広域広域のののの従従従従来型来型来型来型施設施設施設施設でででで

あれあれあれあればばばば減減減減免免免免等等等等をををを含含含含めると１０めると１０めると１０めると１０万万万万円円円円以下以下以下以下となることとなることとなることとなることからからからから従来型施設従来型施設従来型施設従来型施設のののの方方方方がががが需需需需要要要要はははは高高高高いいいい。。。。    

（（（（委員委員委員委員））））    

→定員数に対する申込者の待機者数は地域密着型よりも広域の従来型が多い。（事務局） 

□□□□個個個個室室室室よりもよりもよりもよりも、、、、従来型従来型従来型従来型をををを希望希望希望希望するするするする人人人人はははは多多多多いいいい。。。。一一一一番番番番のののの理由理由理由理由はははは費費費費用面用面用面用面であるであるであるである。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□経経経経済済済済的的的的理由理由理由理由によりによりによりにより施設施設施設施設にはにはにはには入入入入りたいがりたいがりたいがりたいが、、、、月月月月々々々々にににに１０１０１０１０万万万万円円円円以上以上以上以上のののの負担負担負担負担がががが出来出来出来出来ないないないないといったといったといったといった方方方方

はははは多多多多いいいい。。。。そそそそういったういったういったういった要因要因要因要因があるがあるがあるがある中中中中でででで、、、、地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型特特特特養養養養をををを開設開設開設開設してもしてもしてもしても満満満満床床床床にならないなにならないなにならないなにならないなどどどど、、、、空空空空

床床床床をををを作作作作るるるる運営運営運営運営ではではではでは経営経営経営経営をををを圧迫圧迫圧迫圧迫するだけするだけするだけするだけのののの問題問題問題問題ががががあることもあることもあることもあることも想想想想定定定定されるためされるためされるためされるため、、、、入所者入所者入所者入所者のののの確保確保確保確保とととと

職員職員職員職員のののの人人人人材材材材確保確保確保確保のののの状況状況状況状況ではではではでは難難難難しいとしいとしいとしいと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。これからこれからこれからこれから新新新新規規規規事業事業事業事業ののののリスクがリスクがリスクがリスクが大大大大きすきすきすきすぎぎぎぎるとるとるとると

いったいったいったいった部部部部分分分分があるがあるがあるがある。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□市内市内市内市内にあるにあるにあるにある大大大大きなきなきなきな法人法人法人法人でもでもでもでも人人人人材材材材確保確保確保確保にににに苦苦苦苦慮慮慮慮しているところがしているところがしているところがしているところが実実実実態態態態であるであるであるである。。。。新新新新しいしいしいしい事業所事業所事業所事業所をををを

開設開設開設開設するするするする計画計画計画計画をををを立立立立ててもててもててもてても、、、、土土土土地地地地のののの問題問題問題問題もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、安安安安定定定定してしてしてして人人人人材材材材確保確保確保確保ができないができないができないができない以上以上以上以上はははは計画計画計画計画のののの

見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立たないためたないためたないためたないため、、、、手手手手をををを上上上上げげげげることがることがることがることが出来出来出来出来ないといったないといったないといったないといった要因要因要因要因がががが大大大大きなウきなウきなウきなウェェェェイトをイトをイトをイトを占占占占めてめてめてめて

いるいるいるいる。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□2040204020402040年年年年のののの高齢者人高齢者人高齢者人高齢者人口口口口ががががピピピピークをークをークをークを迎迎迎迎えるえるえるえる問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、施設施設施設施設をををを立立立立ててもててもててもてても耐耐耐耐久久久久年数年数年数年数は２０は２０は２０は２０年年年年以以以以

上上上上あるあるあるあるのでのでのでので、、、、2222040040040040 年年年年以降以降以降以降のののの運営運営運営運営をををを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに高齢者高齢者高齢者高齢者がががが減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向になっていくことにになっていくことにになっていくことにになっていくことに対対対対してしてしてして、、、、

利用者利用者利用者利用者集集集集めにめにめにめに苦労苦労苦労苦労することがすることがすることがすることが想想想想定定定定できるできるできるできる中中中中、、、、どどどどのようにのようにのようにのように運営運営運営運営していくしていくしていくしていくかかかか問題問題問題問題ががががあるあるあるある。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□学校学校学校学校のののの少少少少子子子子化化化化問題問題問題問題とととと同同同同じようにじようにじようにじように、、、、児童児童児童児童がががが増増増増えることでえることでえることでえることで学校学校学校学校をををを建建建建てたがてたがてたがてたが少少少少子子子子化化化化によりによりによりにより学校学校学校学校のののの
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統統統統廃廃廃廃合合合合やややや空空空空きのきのきのきの教教教教室室室室があるのとがあるのとがあるのとがあるのと一一一一緒緒緒緒でででで、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備をををを進進進進めてもめてもめてもめても最後最後最後最後にににに箱箱箱箱だけがだけがだけがだけが残残残残ることがることがることがることが起起起起きききき

るといったるといったるといったるといった問題問題問題問題があるがあるがあるがある。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□現現現現在在在在でもでもでもでも町村町村町村町村部部部部ではではではでは施設施設施設施設のののの待機者待機者待機者待機者がいないといったところもあるのでがいないといったところもあるのでがいないといったところもあるのでがいないといったところもあるので、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備にはにはにはには慎慎慎慎重重重重

にににに検討検討検討検討しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□大大大大きいきいきいきい施設施設施設施設をををを運営運営運営運営しているしているしているしている法人法人法人法人でなけれでなけれでなけれでなければばばば経営経営経営経営するのはするのはするのはするのは難難難難しいしいしいしい。。。。もしもしもしもし、、、、法人法人法人法人がががが施設整備施設整備施設整備施設整備をををを

行行行行いいいい各各各各事業所事業所事業所事業所からからからから人人人人員員員員をををを異動異動異動異動させてさせてさせてさせて対応対応対応対応したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、一一一一番担番担番担番担保保保保しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないことはならないことはならないことはならないことは、、、、

利用者利用者利用者利用者ののののケケケケアのアのアのアの質質質質のののの維持維持維持維持をしていくことをしていくことをしていくことをしていくことあるあるあるある。。。。受受受受けけけけ皿皿皿皿をををを広広広広げげげげることでることでることでることで各各各各事業所事業所事業所事業所のサービスのサービスのサービスのサービス低低低低

下下下下につながってにつながってにつながってにつながってしまうようでしまうようでしまうようでしまうようではははは意意意意味味味味がないものとなってしまうがないものとなってしまうがないものとなってしまうがないものとなってしまうのでのでのでので、、、、疎疎疎疎かにならないかがかにならないかがかにならないかがかにならないかが懸懸懸懸

念念念念されるされるされるされる。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□現現現現在在在在、、、、建設中建設中建設中建設中の２ユニットのの２ユニットのの２ユニットのの２ユニットの施設施設施設施設もももも人人人人材材材材確保確保確保確保ををををどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか、、、、ちちちちゃゃゃゃんとんとんとんと立立立立ちちちち上上上上がっがっがっがっ

てててて開設開設開設開設してくれれしてくれれしてくれれしてくれればばばば今今今今後後後後のののの望望望望みもあるとみもあるとみもあるとみもあると思思思思うううう。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□今今今今後後後後のののの対応方対応方対応方対応方針針針針のののの案案案案となっているとなっているとなっているとなっている人人人人材不材不材不材不足足足足調調調調査査査査についてはについてはについてはについては市内事業所市内事業所市内事業所市内事業所のみのみのみのみでででで行行行行うのかうのかうのかうのか    

（（（（委員委員委員委員））））    

→そのとおりである。（事務局） 

□そ□そ□そ□それではれではれではれでは、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備にかかるにかかるにかかるにかかる事業所事業所事業所事業所意向調意向調意向調意向調査査査査のののの実実実実施等施等施等施等によりによりによりにより第七期計画第七期計画第七期計画第七期計画におけるにおけるにおけるにおける施設整備施設整備施設整備施設整備

のののの実実実実施施施施状況状況状況状況のののの整整整整理理理理をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。またまたまたまた、、、、市内市内市内市内事業所事業所事業所事業所にににに対対対対しししし併併併併せてせてせてせて人人人人材不材不材不材不足足足足調調調調査査査査のののの実実実実態態態態をもってをもってをもってをもって、、、、

今今今今後後後後のののの第第第第八八八八期計画期計画期計画期計画のののの施設整備施設整備施設整備施設整備についてについてについてについて考考考考えていくえていくえていくえていくこととしたいこととしたいこととしたいこととしたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    
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報告事項報告事項報告事項報告事項１１１１    介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業所事業所事業所事業所でででで発生発生発生発生したしたしたした高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待のののの対応対応対応対応にににに係係係係るるるる経過報告経過報告経過報告経過報告についてについてについてについて    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委員委員委員委員かかかからのらのらのらの質疑質疑質疑質疑・・・・応応応応答答答答    

□□□□改改改改善状況善状況善状況善状況報告報告報告報告書書書書かかるかかるかかるかかる実実実実施施施施状況状況状況状況についてについてについてについて監監監監査査査査をををを実実実実施施施施しししし確確確確認認認認するとのことであるがするとのことであるがするとのことであるがするとのことであるが、、、、対応対応対応対応とととと

してはしてはしてはしては改改改改善状況善状況善状況善状況報告報告報告報告書書書書のののの作作作作成者成者成者成者にににに対対対対しししし聞聞聞聞きききき取取取取りをりをりをりを行行行行うのかうのかうのかうのか、、、、現現現現場場場場のののの現状現状現状現状のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて確確確確

認認認認するのかなするのかなするのかなするのかなどどどど、、、、どどどどのようなのようなのようなのような方法方法方法方法でででで確確確確認認認認をををを行行行行うのかうのかうのかうのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→経営者、管理者、職員すべてが改善状況報告書のとおり関わりを持って対応しているのか

を確認するものとしているため、改善状況報告書の作成者だけではなく現場で働く職員にも

聞き取りを行っていく。（事務局） 

□□□□ママママニニニニュュュュアルもアルもアルもアルも大事大事大事大事なことではあるがなことではあるがなことではあるがなことではあるが、、、、運営運営運営運営していくのはしていくのはしていくのはしていくのは現現現現場場場場のののの職員職員職員職員があってこがあってこがあってこがあってこそそそそだとだとだとだと思思思思うううう

のでのでのでので、、、、風風風風通通通通しのしのしのしの良良良良いいいい職職職職場場場場になっていただくことになっていただくことになっていただくことになっていただくことをををを重要重要重要重要としとしとしとし、、、、職員職員職員職員にとってプにとってプにとってプにとってプララララスになることスになることスになることスになること

をををを話話話話しししし合合合合えるえるえるえる場場場場になってになってになってになっていただけれいただけれいただけれいただければばばばとととと思思思思うううう。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

    

□□□□報告報告報告報告書書書書だけではだけではだけではだけではわわわわからないからないからないからない部部部部分分分分があるとはがあるとはがあるとはがあるとは思思思思ううううのでのでのでので、、、、先先先先ほどほどほどほどのののの説明説明説明説明のとおりのとおりのとおりのとおり確確確確認認認認がががが必必必必要要要要とととと

思思思思うがうがうがうが、、、、現状現状現状現状としてとしてとしてとして労労労労働働働働環境環境環境環境がががが改改改改善善善善しているしているしているしている等等等等のののの情情情情報報報報はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→改善状況報告書だけでは全ての状況を把握はできないことから、説明させていただいたと

おり、現場の職員がどういった状況の中で、現在勤務しているのか中を確認してみないと何

とも言えない。（事務局） 

 

□□□□本本本本件件件件にかかるにかかるにかかるにかかる、、、、被被被被虐待者虐待者虐待者虐待者はははは現現現現在在在在どどどどのようなのようなのようなのような状況状況状況状況になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→現在、入院中である。また、退院後は別の特養に入所する方向で話が進んでいる。（事務局） 

□□□□虐待虐待虐待虐待をををを行行行行ったったったった職員職員職員職員はははは辞辞辞辞められたのかめられたのかめられたのかめられたのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→解雇処分になったと報告を受けている。（事務局） 

 

□□□□今今今今後後後後、、、、施設虐待施設虐待施設虐待施設虐待がががが発生発生発生発生しないためにしないためにしないためにしないために改改改改善善善善内容内容内容内容をををを職員職員職員職員間間間間でででで共共共共有有有有しししし、、、、施設全体施設全体施設全体施設全体でででで良良良良いいいい方方方方向向向向にににに向向向向

かっていけるようかっていけるようかっていけるようかっていけるよう努力努力努力努力していってもらいたいしていってもらいたいしていってもらいたいしていってもらいたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

□□□□管理職管理職管理職管理職やややや内内内内部部部部だけでだけでだけでだけで取取取取りりりり組組組組むのではなくむのではなくむのではなくむのではなく風風風風通通通通しよくやってしよくやってしよくやってしよくやってほほほほしいしいしいしい。。。。またまたまたまた、、、、外外外外部部部部からのからのからのからの意意意意見見見見

のののの取取取取りりりり入入入入れやれやれやれや、、、、オオオオンンンンブブブブズズズズママママンンンンをををを利用利用利用利用してしてしてして予予予予防防防防をするなをするなをするなをするなどどどど外外外外部部部部のののの目目目目をををを活活活活用用用用していくことがしていくことがしていくことがしていくことが望望望望まままま
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しいしいしいしい。。。。内内内内部部部部だけだけだけだけ解解解解決決決決しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると内内内内側側側側にしかにしかにしかにしか目目目目がががが向向向向かないものなのでかないものなのでかないものなのでかないものなので。。。。そそそそういういういういったったったった取取取取りりりり組組組組

みがみがみがみが効効効効果果果果的的的的なななな改改改改善善善善につながっていくものだとにつながっていくものだとにつながっていくものだとにつながっていくものだと思思思思うのでうのでうのでうので頑張頑張頑張頑張っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

 

報告事項報告事項報告事項報告事項２２２２    地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設アルペジオアルペジオアルペジオアルペジオ「「「「稼働稼働稼働稼働ベッドベッドベッドベッド数数数数２０２０２０２０床床床床のののの運営運営運営運営」」」」についてについてについてについて    

帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型帯広市地域密着型サービスサービスサービスサービス運営運営運営運営委員委員委員委員からからからからのののの質疑質疑質疑質疑・・・・応応応応答答答答    

□□□□おおおおそそそそらくらくらくらく介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者のののの多多多多くがくがくがくが新新新新規採規採規採規採用用用用職員職員職員職員のののの状況状況状況状況でででで運営運営運営運営ができているのかができているのかができているのかができているのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→資格をもった介護経験者を採用しているため１から学ばなければならないといった状況で

はないが、ただ、現場が変われば慣れるまでには時間を有することになるので、法人内での

研修を行っていくことが必要であると考えている。（事務局） 

□□□□入所者入所者入所者入所者やややや家家家家族族族族についてについてについてについて不不不不利利利利益益益益がががが生生生生じたじたじたじた等等等等のののの話話話話はあったかはあったかはあったかはあったか。。。。（（（（委員委員委員委員））））    

→そういった話は聞いていない。（事務局） 

□□□□３ユニットから２ユニットにした３ユニットから２ユニットにした３ユニットから２ユニットにした３ユニットから２ユニットにした際際際際にににに、、、、同同同同法人法人法人法人のののの老健老健老健老健にににに移動移動移動移動したしたしたした利用者利用者利用者利用者がいたが３ユニッがいたが３ユニッがいたが３ユニッがいたが３ユニッ

トのトのトのトの再再再再開時開時開時開時にはにはにはには特特特特養養養養にににに戻戻戻戻したのかしたのかしたのかしたのか。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

→入所者および家族の希望に合わせて対応している。特養に戻りたい場合は入所判定会議を

行い優先的に入所できるよう対応を行った。中には入院となった入所者もいたが、すべての

入所者に対し希望とおりの対応を行っている。（事務局） 

□□□□当当当当時時時時からいたからいたからいたからいた職員職員職員職員についてはについてはについてはについては２ユニットから３ユ２ユニットから３ユ２ユニットから３ユ２ユニットから３ユニットニットニットニット、、、、そそそそしてしてしてして多多多多くのくのくのくの職員職員職員職員採採採採用用用用にかかるにかかるにかかるにかかる

育育育育成成成成ななななどどどど、、、、とてもとてもとてもとても頑張頑張頑張頑張ってきたのだとってきたのだとってきたのだとってきたのだと感感感感じるじるじるじる。。。。今今今今後後後後はこのようなはこのようなはこのようなはこのような形形形形でででで利用者利用者利用者利用者のののの負担負担負担負担がかからがかからがかからがかから

ないようないようないようないよう、、、、このこのこのこの経経経経験験験験をををを生生生生かしてかしてかしてかして職員不職員不職員不職員不足足足足とならないようなとならないようなとならないようなとならないような職職職職場場場場環境環境環境環境をををを作作作作っていってっていってっていってっていって欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。

（（（（委員委員委員委員））））    

□□□□現現現現在在在在のののの状況状況状況状況からするとからするとからするとからすると、、、、多多多多くのくのくのくの職員職員職員職員がががが変変変変わわわわっているのでっているのでっているのでっているので新新新新たなたなたなたな職職職職場場場場としてとしてとしてとして、、、、風風風風通通通通しのよいしのよいしのよいしのよい職職職職

場場場場にににに変変変変わわわわっていただきっていただきっていただきっていただき、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと事業所事業所事業所事業所としてとしてとしてとして運営運営運営運営していけるようしていけるようしていけるようしていけるよう期待期待期待期待したいしたいしたいしたい。（。（。（。（委員委員委員委員））））    

         

３．その他 

 １）次回の開催について、地域包括支援センター運営協議会と合わせ、２月下旬に定例開催 

を予定している。会長と日程調整し、各委員に通知する。 

以上 ２０時４５分 閉会  


