
第２回 新潟市障がい者デイサポートセンター指定管理者申請者評価会議 会議録

１．開催日時：令和元年 10月 28日（月曜）午後 1時 30分から午後 4時 20分

２．会 場：新潟市役所 本館 6階 第 2委員会室

３．出 席 者：評価委員

高橋 英樹（新潟市大学医歯学部総合研究科 教授）

        青木 侯謁（新潟市民生委員児童委員協議会連合会 障がい福祉部会長）

        中島 小百合（新潟市居宅介護支援事業者連絡協議会）

        長谷川 イミ（新潟市身体障害者福祉協会連合会 総務部長）

        渡辺 力（新潟白山経営労務事務所 社会保険労務士）

       事務局

        障がい福祉課長，課長補佐，管理係長，管理係職員 1名

４．傍 聴 者：0名

５．要 旨

（１）事務局説明【非公開】

   ・評価会議の流れについて

   ・評価方法について

（２）申請者プレゼンテーション（１番目）【公開】

申請者  それではこれより，プレゼンテーションを行います。今回は，審査員の皆様

に少しでもわかりやすくお伝えできますよう，今回の事業計画に関することを

質問していくという形で進めてまいります。なお，私は法人外部の人間 Aとい
う設定で進めさせて頂きます。それでは，よろしくお願いいたします。

A）では，最初に中東福祉会という名称の由来について教えてください。
法人）はい。これは元々県の括りで新津圏域と言いましょうか，新津市，五泉

市，白根市の３市及び中蒲原郡であります亀田町，小須戸町，横越町，村

松町，そして東蒲原群になります津川町，鹿瀬町，三川村，上川村，以上

の 11市町村の福祉圏域としていた法人ということで，いわゆる３市中東蒲
原という言い方から中東をとっての福祉会ということになったようです。

A）なるほど。では，中東福祉会の法人理念を教えてください。
法人）はい。それは「私たちは利用者の皆さんが，住み慣れた地域の中で自分

らしく安心して暮らせるために，常に利用者と共に考え，誠実さをもって福祉

サービスを提供いたします。」ということです。



A）その法人理念をどのように具現化していますか。
法人）そうですね。１例をあげてみると，住み慣れた地域の中で自分らしく安

心して暮らすという部分で，私どもは平成 11 年度から街中にある住宅を借り
て，グループホームを立ち上げ，入所施設から大勢の利用者が地域移行してき

ました。平成 21年には入所施設の定員を 10名減らし，その分グループホーム
定員を増やしましたが，それは当時県内初の取組みでした。その後もグループ

ホームを増やし，現在五泉市と秋葉区あわせて 12か所のホームがあります。
A）入所施設から地域移行を積極的に進められてきたのですね。では，グルー
プホーム以外で運営されている施設を紹介してください。

法人）そうなりますと，まず当法人の沿革からですが，古くは昭和 45年に出さ
れた君知事のミニコロニー構想に基づいて昭和 55 年 7 月に社会福祉法人の認
可を得ました。それから 40年目に入っている訳ですが，県内 10か所のミニコ
ロニーの 5 番目として昭和 56 年 4 月に五泉市内に知的障害者厚生施設いずみ
の里の運営を開始しました。その後，国の施策であるゴールドプランに則り高

齢者施設の整備が続いて平成 6年に特別養護老人ホーム菅名の里，平成 11年 7
月には五泉中央デイサービスセンターの運営を開始しました。そして，続いて

平成 12 年 4 月にいずみの里の隣に知的障害者の入所支援施設である第二いず
みの里，そして旧新津市に同じ知的障害者入所支援施設の満日の里をそれぞれ

50名定員ですが開所しました。その他の施設は組織図で確認してください。こ
のパワーポイントの組織図は字が小さいので，皆さんのお手元にあります（８）

の団体の概要に同じものが折り込んでありますので，そちらをご覧になって頂

きたいのですが，半分から左側が障がい福祉関係の施設で，右側が高齢者の関

係の施設であります。職員数は全体で約 580名程度，そのうち正職員が約 330
名。社会福祉法人の中では比較的率が高いのかなと思っております。

A）40 年に渡って障がい者の施設，また介護保険の施設等多くの施設を運営さ
れてきているのですね。

法人）はい。まず障がい者の入所施設を３か所も運営している法人は，新潟県

内でも他にありません。それは地元の市町村から厚い信頼を得られているから

だと思っております。そして地域の相談業務の核となる，阿賀野市や五泉市の

基幹相談支援センターや新潟市の障害者基幹相談センター秋葉などへあわせて

10名程度の職員を出向又は派遣しています。このような広域的な事業は，さく
らの里やたんぽぽ，そして精神障害関係のあさひの家，虹工房などそれぞれ各

市町村から指定管理を受けた事業も多数行っています。高齢福祉事業でも，ケ

アマネジャーを市内１か所にまとめた五泉中央サポートセンターや五泉市地域

包括支援センターにも職員を出向させるなど特徴のある事業を行っています。

五泉は読んで字のとおり扇状地のため湧き水が豊富であちこちに「なんとか清



水」というものがあります。その美味しい水を使用したケーキや飲み物を提供

するまーまカフェという障がい者が働いている喫茶事業も行っています。

A）行政とも連携しながら市町村の事業にも取り組まれてきたのですね。
 では次に，地域との交流というものはいかがでしょうか。

法人）多くの施設を紹介しましたが，それぞれの地域との交流を進めていて，

例えばこのスライドの写真でも，左上にでてきました，少し写真が小さいので

すが，第 38回いずみの里納涼合同大会とありますが，それだけ長年に渡り開催
され地域の皆さんとは 2 世代に渡り深いお付き合いをさせてもらっています
し，施設を開放し，市民の各種講座のために使って頂いたり，地元の小中学校

生が施設を訪問してくれて様々な交流をしたりと地域との交流を長年大事にし

てきました。

A）地域に開かれた施設作りということをやってきたのですね。ではここで，
中東福祉会の強みということを少しお聞きしてもよろしいでしょうか。

法人）中東福祉会の強みは４つあると思っています。少しここからはスライド

と連動しませんが，まず第１は安定した経営状況です。自己資本比率が 70～
80％以上は決算状況が良いと言いますが，私ども当法人は約 93％です。第２に
いろいろな福祉事業をバランス良くやっているというところです。先ほど組織

図でもご覧頂きましたが，高齢福祉事業を障がい福祉事業を行っているわけで

すが，職員数，事業実績からみてもほぼ同じ規模で行っています。また，夜勤

のある施設もない施設も様々あり，職員それぞれのライフスタイルや職種の希

望にあわせて勤務できるのでずっと退職しないでいいところが良いところで

す。若い世代にとっては，安心して子育てや育児ができる環境で，その結果長

く勤めることができる安心感のある法人です。第３に職員の採用を夏前の早い

時期に行っているということです。利用者に対し，福祉サービスを継続して行

っていくことは我々の責務であり，そのために必要となる人材を確保すること

が重要なことは言うまでもありません。福祉事業の魅力を伝え，他の民間企業

に遅れることなく将来有望な人材を採用しています。今年の４月採用には，地

元就職を希望する高校新卒者を正規職員で採用し働きながら社会福祉士等の国

家資格取得をサポートしています。第４には職員の働きやすさへの取り組みが

充実しているところです。育児休暇，介護休暇，時間短縮勤務はもちろんのこ

と，各種資格取得の推進やプリセプター制度といった人材育成環境が整ってい

ます。また，様々なクラブサークル活動を通した施設を超えての職員の交流も

盛んです。職員が働き甲斐のある，笑顔で働ける環境が整っていることは大き

な強みです。

A）安定した経営状況や，人材確保のための様々な取り組み，そして働きやす
い職場ということが強みということがよくわかりました。では，少し質問を変



えたいと思います。明日葉の指定管理に関して質問したいと思います。事業運

営の方法はどのようにお考えでしょうか。

法人）まず，絶対にやるつもりでいるのが，専従の看護師と専従の機能回復訓

練士を配置して，医療面はもちろんですが，あの充実した施設を使って専門的

なリハビリを実施します。やはり，理学療法士や作業療法士の専門性と支援員

の支援力をあわせて利用者の皆さんから，明日葉に通う張り合いを感じてもら

いたいと考えています。他の職員についても，多少人件費が高くついても介護

福祉士等の資格をもった専門的な知識やスキルのある職員を中心に配置して今

以上のサービスを提供したいと考えています。

A）有資格者を多く配置してサービス内容を充実させたいという考え方ですね。
他にもありますでしょうか。

法人）少し細かい話になりますが，情報漏えい防止については気を使っていま

す。例えば，当法人のパソコンは全て，マウスを挿入する USB のジャック以
外は使用できない設定をして USB メモリを使えなくしています。他は，古封
筒の使用や裏紙の利用も以前から固く禁止しています。それらの細かいところ

は事業計画書に謳っておりますので，詳細は割愛しますが，施設の運営として

最も大事なことは地域に開かれた施設作りだと考えています。ボランティアを

含めた地域の皆さんとの交流が結果的に非常時や防災を含めて安全管理に繋が

ると考えています。そこが一番重要だと思います。

A）よくわかりました。他にはありますか。
法人）スライドの真ん中あたりに，焼き芋をしているスライドがあります。作

業着を着て焼いている職員が私なのですが，明日葉でも同じように，ああいう

ことをしたいと考えています。以前に施設の見学をさせて頂いたときに，2 階
にバルコニーがあるのですが，そこでは，サツマイモなどいろいろなものを育

てていると聞いて，ここで鉄板や五徳などを持ち込んでそれを焼けばいいと思

ったのです。皆さん絶対喜ぶと思うのですよね。それがまた，楽しみや生きが

いを生むと思います。そんなことを考えています。

A）そうですよね。利用者の方に楽しみや生きがいを持ってもらうようなサー
ビスが重要だと私も思っています。ここまで，法人の強みという話が中心でし

たが，法人として課題として捉えていることはありませんか。

法人）はい。新潟市内の多くの法人様と比べると障がい者の日中の通所施設の

運営実績が決して高くないということです。しかしそれは，入所施設やグルー

プホームといった障がい者の居住支援を主軸に事業展開してきたためであり，

そのかいあって人材の豊富さには絶対の自信があります。その職員数はもちろ

ん，生活全体を見る支援を通して，利用者のちょっとした変化に気づき緊急時

にも適切に対応できる職員が多いということです。この強みを新たな通所事業



である明日葉にも活かしていきたいと考えています。

A）ありがとうございます。以上で質問を終了したいと思うのですが，最後に
伝えたいことはありますでしょうか。

法人）最後に皆さんにご覧になって頂きたいものがあります。これはですね，

今から 13年ほど前に，今の上皇陛下から御下賜頂いたものですが，これは長年
私どもが障がい者の支援に携わってきたことを評価されて頂いたものです。こ

れこそ，私の誇りでありますが，ぜひ私どもを信頼頂いて明日葉の運営をお任

せ頂ければと思います。

A）これで質問を終了したいと思います。プレゼンテーションは以上となりま
す。ご清聴ありがとうございました。

（３）質疑応答（１番目）【公開】

高橋会長 ありがとうございました。それでは次にヒアリングに入りたいと思っておりま

すが，質問のある委員の方はいらっしゃいますか。

渡辺委員 今ほど，４つの強みということでお聞かせ頂きましたが，最近は介護とか，こ

ういう仕事はきつくて辞める方が多いと聞くわけですけど，離職率はどのくら

いでしょうか。

申請者 私どもの法人はもともと，離職率が非常に低い法人だと思っておりますし，周

りの方からも言われております。よく言われる意見が，私どもの理事，評議委

員の方が他の法人と兼務されている方が結構いらっしゃいます。そういう理事

や評議委員の皆さんからよく意見がでます。うちの法人はもっと離職率が高い

よね，と言われます。うちの法人は辞められる方というのは準職員の方，パー

トの方，そういう方は確かにいらっしゃいます。正職員の方で辞められる方は，

まず看護師さんがいらっしゃいます。例えば，夜勤できない間はうちの法人に

来て夜勤のない看護の仕事をします。ところが，子供が大きくなると夜勤がで

きるようになると，また病院に戻って夜勤のローテーションに入るという方が

いらっしゃいます。そういう方の離職率は結構あります。あとは，旦那さんが

転勤で辞めますという女性の方，そういう例は過去にいくつかありました。あ

との正規職員の辞める率は年に１人，2 人。他の理由で辞める正職員の方はま
ずいません。

渡辺委員 離職率としては，正職員が 330人くらいでどれくらいになりますか。
申請者 離職する人の率を数えると年間に数人程度ですので，割り算していくと１桁代

の％，全体で少ない数字になる。正直申し訳ありません。具体的な数字がでま

せん。

渡辺委員 今，働き方改革がこの４月から年休１０日以上ある人は５日以上休ませるとあ

りますが，皆さんの法人はどのようにしていますか。

申請者 年間５日を皆さんに付与するとなると，各施設に職員を１人ずつ増やさないと



今の頭数の人数では回らない計算になります。それも含めて，今年度の採用職

員は例年よりも３倍くらい増やしています。具体的な数は今のところ，１３名

正職員で採用しております。それで終わらず，現在も継続して，当法人を希望

する方がいらっしゃるので，試験をしてみている状況です。その５日の分は危

惧しておりません。

渡辺委員 来年の３月までには，年休が１０日以上ある方は５日休ませると義務化された

わけですが，会社によっては１年間の計画を立てて，５日以上休ませることを

しているが，皆さんはどうしていますか。

申請者 私の記憶によると，この４月から採用された方は５日の付与の義務があり，前

からいらっしゃる方については，今度の１月からということです。今の４月か

ら採用された方については，施設にもよりますが，基本的には分割して勤務表

に入れ込んで休日を割り振っている。

渡辺委員 最後に，皆さんの法人では年休取得率はどの程度ですか。

申請者 休みやすい職場と休みにくい職場が正直あります。通所の施設や障がい者の施

設は意外と休みやすい職場で，老人施設は日本中どこでもそうだと思いますが，

ギリギリでやっている施設が多いと思います。年休を取るにも相手を探して，

という会話が私どもでも以前はありましたが，こういうことはやめましょうと，

大分少なくなってきています。基本的には勤務表を作る段階で希望休を聞いて

おり，予めその日を×にして勤務を作りますので，別に休みがほしいというこ

とがなかなかない。そのため有給の取得率が低い。全体の割合というと答えに

困るのですが，若い人はほとんど有給をとりません。私のような年配者は結構

取ります。ただ，私は普段から職員に言っているのですが，「何のために仕事を

しているのか。我々法人のために仕事をしているのではなくて，子供や家族の

ためじゃない？」ということをよく言っています。ですから，普段から休むよ

うに言っておりまして，有給の消化率が低いとは考えておりません。

渡辺委員 法人全体の年休取得率は把握していませんか。

申請者 ありますが，手元の資料として持ってきておりません。毎年法人の事業報告と

いうものがあり，研修回数や年休取得率等記載しております。

必要であれば，お送りさせて頂きます。今の時点では％までおさえておりませ

ん。申し訳ありません。

高橋委員 社会福祉法人の現況報告の中に入っているわけですよね。そういうことであれ

ば，ウェブ上で公開されていますよね。そちらでよろしいでしょうか。

渡辺委員 はい。わかりました。

青木委員 お聞きしたいことがあるのですが。明日葉を見学したことがあると思うのです

が，現状を見て何か魅力を感じたことはあるか。プールがあるとか，何か益が

あるとか，これならやれると思ったか，それとも，新潟のほうでがんばりたい



とかあると思うのですが，いかがですか。

申請者 それは，今回応募した動機ということで捉えてよろしいでしょうか。

青木委員 そうですね。皆さんが明日葉をみて，感じて，これならやれると思ったところ

ですね。

申請者 私の本当の動機，最初に明日葉の話を知的障がい者の会議でちらっとありまし

て，明日葉の運営している場所を見まして，いいなと思いました。私どもの法

人は設立以来，新潟市にお世話になりっぱなしなのです。私個人的には借りが

３つほどあるのです。何とかいつか新潟市さんに借りを返したいな，恩返しを

したいなと，それはずっと思っていたことです。ですので，この事業が仮に赤

字であろうと黒字であろうと，何とか手を挙げて，もし新潟市さんがお困りの

ようであれば，困ってはいらっしゃらないと思うのですが，もし役に立てるこ

とがあればなという思いが一番強いです。まず，応募された動機は，と言われ

たら，私はそれが一番です。あと，青木委員の冒頭ありました明日葉についで

すが，私は五泉市民であります。ここの 2人は新潟市民であります。先ほど職
員 580 名と言いましたが，実は管理職は 20 名ほどいるのですが，半分以上は
新潟市民であります。中央区から通っている方もいらっしゃいます。白根，南

区から通っている方もいらっしゃいます。事業計画書にワークライフバランス

という言葉がありますが，私ども実は，満日だったらいいけど，五泉はいやだ

という職員も何人かいたのです。五泉に転勤はいやだということで，過去に優

秀な人が何人も辞めたことがありました。それが近隣の法人さんで立派に働い

ている元中東福祉会職員は多くいる。もし，私どもが明日葉を運営できれば，

わざわざ転職しなくても，中東福祉会で勤務できるなというメリットも感じま

した。そういう意味で，この 2 人の職員のように，五泉だろうが明日葉だろう
が，幅広く勤務できるということがメリットであると思いました。もう一つは，

どうしても五泉のローカル法人という風に思われがちな訳で，正直明日葉を運

営できれば，中央区にも事業所があるんだよと，学生にいろいろ話をするとき

も，新潟市内にも勤める所があるんだよというような PR もできます。そうす
ると，今以上に優秀な人材も集まるのかなとそれも思ったところです。

青木委員 ありがとうございました。

長谷川委

員

正職員の人が多く，パートが少ないと書いてあり，すごく良いとだと思ったの

ですが，一つ私が思ったのは，緊急時の報告というのがあって，主任，係長，

次長を通るとあるが，緊急の場合は間に合わないのではないか。緊急であれば，

すぐに救急車を呼ぶとか，こんなに大勢の人に報告しなければいけないのか。

申請者 今の話ですと，まず私のところに連絡がきます。次に次長，園長へ連絡します。

このように緊急連絡網が決まっています。一人の人が複数人に連絡するのは時

間がかかりますので，この前の大雨の時もそうですが，まずは私のところ，私



が出れなければ次長のところに連絡が行きます。そこから枝分かれのようにい

きますので，この前の豪雨のときも阿賀野川すれすれまできましたが，すぐ短

い時間で職員全員を招集して利用者の避難の体制が整えられたということがあ

りますので，そういう意味では体制に問題はありません。

渡辺委員 資料の中に５か年の収支計画がありますが，市の独自サービス事業の指定管理

料が 1,300万円前後とみていますが，要綱の上限額は 2,000万円ちょっとある
が，これを 1,300万円と見られたのには理由があるのですか。

申請者 単純にその事業に関わる人件費，あとはそこにプラス光熱水費を案分した分を

上乗せしているということで，その金額です。３人分くらいだと思います。そ

の人件費だけです。

渡辺委員 その関連で，運転手の方の人件費がなかったのですが，それはいかがですか。

申請者 生活介護の方で人件費を見ていたかと思います。

渡辺委員 案分しなくていいのですか。

申請者 そのときは，ずっと生活介護でいくと思っておりましたので，生活介護でみて

います。

長谷川委

員

グループホームであれば地域との交流というものもあると思うのですが，明日

葉の場合，地域との交流をあまり見たことがないのですが，そういうのはどの

ように考えられていますか。

申請者 今行われているものがあれば，継続していきたいと考えておりますし，なかな

か地域の方を呼んでということは難しいのですが，私は新しい施設ができると

やっているのが，感謝祭というものをやっていきたいと考えています。感謝祭

をして，例えば芋を焼いて配ったり，綿あめを作ったりして，近所の人がどの

程度いるのかわかりませんが，皆さんに声をかけて，まずは施設を知ってもら

う，私ども職員の顔を覚えてもらう，そういうことをやりたいと思っています。

高橋会長 はい。どうもありがとうございました。所定の時間が経過しましたので，プレ

ゼンテーションとヒアリングを終了したいと思います。

（４）申請者プレゼンテーション（２番目）【公開】

申請者 よろしくお願いします。まず１番最初に私ども法人の成り立ちについて簡単に

説明させて頂きます。前身となりますのが，平成６年の「亀田町デイサービス

センター向陽園」が始まりであります。そこから建設計画がいろいろなところ

で始まりまして，最終的に平成８年に社会福祉法人の認可を受けました。その

後すぐ，翌年の平成９年４月に県内初となる特別養護老人ホームと，当時の身

体障がい者養護施設，現在は障がい者支援施設でありますが，その合築施設と

して，向陽の里とあさひ園が開園しております。これが，法人としての１番最

初の事業となります。その後，翌年でありますが，今回の内容と大きく関係し

てきます障がい分野で，知的障がい者の通所授産施設，現在は障がい福祉サー



ビス事業でありますが，わかばの家がこのときに作られておりまして，そのほ

か，いろいろ書かれておりますが，次の内容にいかせて頂きます。

 近年のお話ですが，私ども高齢者施設を多くさせて頂いているのですが，そ

れ以外の分野にそれぞれ力をいれております。まず，平成２３年開設でありま

すが，認可保育園の「四つ葉保育園」というのを開設しております。亀田公園

のすぐ間近にありますが，そちらをやらせて頂いています。そして，平成２５

年なのですけれども，精神障がい者，知的障がい者の就労を強くバックアップ

するための施設として「メイプルかめだ」を駅から 30秒ほどの距離なのですが，
作っております。そのほかに，障がい者のグループホームですとか就労継続支

援 A型事業所，また対応の難易度が高いケースが多いのですが，障がいのある
方のショートステイをネクサスわかばという施設で平成２８年４月からオープ

ンさせて今もやっております。そういったところを，地域の福祉サービスに応

えるための取組みとしてやっております。また，もう一つの内容ですけども，

こちらのほうにも書いてありますが，平成２９年４月に，社会福祉法人制度改

革がございましたが，全国の社会福祉法人の１％と言われる「特定社会福祉法

人」細かく言いますと，収入が３０億円以上あるいは負債６０億以上といった

ところに該当しますけれども，これに私どもの法人該当いたしまして，会計監

査人を導入して内部統制を強化し，対外的にも地域の中堅法人として地位を固

めたと自負しております。こういったところが，簡単ではありますが，法人の

成り立ちという題のところです。続きまして，写真の施設をさっとなんですが，

結構いろいろさせて頂いているのですが，１番最初が「メイプルの里」から，

「中蒲の里」という一番大きい特養，こちらのほうもさせて頂いております。

あと小規模特養が２つ，これが高齢施設の外観になります。続きまして，障が

いのほうの施設ですけれども，こちら最初のほうにも出てきました「わかばの

家」そして「メイプルかめだ」それから，ショートステイも入っています「ネ

クサスわかば」これが障がい単独の施設としては１番大きい施設です。これは

１番新しい施設なのですけれども，亀田の駅から２，３分のところに作ったば

っかりであります，８月２４日にオープンしました「ちいさな星」という施設

です。これは米粉を使ったパンを販売する店舗として営業をしておりますけど，

これは「めいぶるぷらす」という事業所の従たる施設という扱いでさせて頂い

ております。お陰様でオープンしてから何か月か経ちますが，お客様も定着し

て頂いております。アレルギーに対応したパンを出すということで，いろいろ

なところで，SNS等を通して注目を集めいている施設になっています。そして
もう一か所「四つ葉保育園」です。保育園もさせて頂いております。写真には

写っておりませんが，こちらのほうに子育て支援センターを受託させて頂いて

おります。続きまして，経営理念ということにつきまして，本事業に関する経



営理念もありますが，ここでは法人の経営理念について。当初からこの３つを

挙げております。利用者の人権尊重，それから，利用者の自立支援，そして，

地域福祉との連携，これを大事に私ども法人ではさせて頂いております。そし

て更にこの明日葉の経営理念として，このように考えさせて頂いております。

障がい者の自立の促進，生活の改善，機能の維持向上等を図ることを目的とし，

入浴，排せつ及び食事の介護，創作的活動，機能訓練等の各種サービスを提供

することにより障がい者の自立と社会参加を促進し，もって，障がい者福祉の

増進を図る。ということを経営理念として考えさせて頂いております。続きま

して，経営方針の方にまいります。こちらも先ほどと同じように，中蒲原福祉

会の経営方針ですが，こちらも設立当初からずっと大事にしてきている考え方

なのですが，利用者に満足される「質の高い福祉サービス」の安定的かつ継続

的な提供，これを大事にさせて頂いております。そして本事業においてどのよ

うな方針かと申しますと，３点ほどあげさせて頂いておるのですが，利用者の

自立の促進，生活の質が向上に向かうことができるよう，利用者又はその介護

を行う者の身体，その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴，食事

の介護提供，創作的活動，機能訓練，介護方法指導，行政相談等を行うという

ことになっています。続きまして２つ目は，利用者の意思，人格を尊重し，常

に利用者の立場になってサービスの提供を行うといった内容です。もう一つが，

事業の実施にあたっては，地域との結びつきを重視し，関係市町村や事業者，

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を行い，福祉サービスの提供

を行う。このように考えております。続きまして，大事なポイントとなると思

うのですが，申請の動機，今回の申請させて頂いた動機となります。読ませて

頂きますが，中蒲原福祉会では，この５年間で障がい福祉サービス事業所を９

か所開設させて頂いております。先ほど説明しましたけれども，これは根本に

「利用者のニーズがある限り，それにふさわしいサービスを提供し続けること

が，社会福祉法人のミッションである」という私ども法人の基本方針の解釈か

からくるものであります。このことから，本事業を運営することは，現時点で

存在する地域のニーズを引き継ぐことにより地域福祉に大きく貢献することに

なります。更に，法人内で蓄えてきた障がい福祉サービス事業運営のスキルを

最大限に活用することにも繋がっていきます。また，当法人では高齢者介護分

野にも強みを持っており，障がい者の高齢化及び昨今言われてい共生社会への

流れにも確実に対応できると考えております。以上が本事業に申請した動機で

あります。続きまして，事業実績というところで，先ほど，この５年に９か所

というところもありますが，非常にこの障がい分野だけ見ても，表を２つに分

けさせて頂いて，見やすくしたのですが，これですと障害種別でみると居宅介

護から始まりまして，就労継続支援 A型，具体的な事業所名と開設日を挙げて



いますが，これが２ページに渡っております。就労継続支援 B型から地域活動
支援センターⅢ型まで続いております。全部で 15種類のサービスをやらせて頂
いております。幅広くやらせて頂いていると感じております。最後の内容にな

ってきますが，ワークライフバランスというところで，いくつか取組みとして，

中蒲原福祉会が大事にしているところを２点挙げさせて頂きます。１つ目が，

職員の働きやすさ向上と職場環境の整備に取り組むという内容，もう１つが，

安定した給与体系と公平かつ透明性のある昇給，昇格制度の確立を目指す，と

いったところを，最近では重点を置いております。具体的な内容はここに文書

であるのですが，この中から１つピックアップさせて頂きますと，この中ほど

にあります「自己申告制度」これは６年ぐらいでしょうか。それぐらい続けて

いる内容なのですが，全職員に９月くらいに用紙を配布しまして，その用紙の

中に仕事のやりがいや悩みとか，将来の自分自身の働き方，中には異動希望で

すとか，そういったところも自由に書ける用紙となっております。こちらを見

ることができるのは，施設の長，本部の職員だけとなっております。この内容

に応じて時には異動というところに繋げていったり，悩みがあるようでしたら

面談という形になったりと非常に有効な中身となっています。続きましてもう

１つワークライフバランスのところなのですが，クラブ活動というのを法人の

中でやらせて頂いております。職員が活動していることを応援していきたいな

というところもありまして，11クラブありまして年間 5万円提供しまして，そ
の範囲内で余暇を楽しんでもらう形でおりまして，人気があり，いろんな職員

が関わっておりますし，職員の世代間交流ですとか，施設を飛び越えて関わる

ことができますので，非常に意味がある活動だと思っております。これが最後

のまとめなのですが，利用者の健康は職員の健康に懸かっている，そんな理事

長の考えもあり，一人一人が健康を大切にする，とても健全な職場環境である

と言えるのではないかと思っております。最後になりましたが，私たち中蒲原

福祉会は平成８年の設立以来，法令遵守を常に意識し，実直に法人運営を心掛

けてきました。本事業の指定を受けることになれば，今までの法人運営の歴史

に恥じないサービス提供を真摯に行う所存であります。よろしくお願いします。

ご清聴ありがとうございました。

（５）質疑応答（2番目）【公開】
高橋会長 ありがとうございました。それではヒアリグを行います。ヒアリングの時間１

５分です。委員の方，積極的に質問をお願いします。

渡辺委員 働きやすさの向上という取り組みがありましたけども，理事長の考えで利用者

の健康＝職員の健康とありましたが，今度働き方改革が始まりまして，１つは

年休 10日以上の方は、５日取得義務とありまして、皆さんのところではどのよ
うな取り組みがありますか。



申請者 働き方改革がスタートしまして、我々のほうでも、いち早く対応させて頂いて

おりまして、法定の有休の取得は周知しておりますし、今は年度途中でありま

すが管理をし、消化が進んでいない職員には声をかけていくということをして

おります。働き方改革で大事なことは、ワークライフバランスでありまして、

家庭をしっかりと大事にし、家でしっかりとした生活が送れていないとやっぱ

り仕事もうまくいかないというのが、初代の理事長からの考えが引き継いでお

りますので、無理な残業はしないとか、残業をしたらしたでしっかり支払うと

いうことにしておりますし、そういったところで無駄な時間を職場ではいない

ようにということを働きかけるなど、働き方改革が始まった時点で法人全体で

しっかりと対応しております。

渡辺委員 年休取得率はどの程度でしょうか。

申請者 数字をちょっと持ってきませんでしたけども、かなり消化率は高くてですね、

実際、５日間無理して取りなさいと言わなくても取れている状態です。ごく一

部、就労継続支援 A型事業所を行っていますが、A型の利用者は＝職員という
雇用契約を結んでおりますので、A 型の障がいをもった方々が、ちょっとそう
いう理解が難しい方がいて、年度途中ですがまだ有休を使っていないという方

には、よく説明をして、こういう理由で取ったほうがいいんだよと説明をして

おります。全体の話としては、数字をもっておりませんが、消化率は良いです。

渡辺委員 一般的に日本の有休消化率は 50％と言われていますが、いかがですか。
申請者 はるかに超えています。

渡辺委員 離職率はどうですか。

申請者 離職率は時間があればしゃべろうと思っていたのですが、平成 28年の国が出し
た統計で、医療福祉で 14.8％が統計では最新ですが、私どもの離職率は 6.99％
で高齢・障がい・保育の合計であります。障がい分野だけでは出してはおりま

せんが、それよりもだいぶ離職率は下がっている状況でございます。

渡辺委員 最後に、利用者の健康＝職員の健康ということで、新潟市も職員の健康につい

て力を入れていてインターン制度も作っているようですが、皆さんのところは

どうですか。

申請者 申し訳ありません。まだそこの段階ではかかわりをもっていません。

青木委員 障がい者と接して、今の職場でどのように感じますか。

申請者 私だけの意見でよろしいでしょうか。私のポリシーが仕事をしていく上でやっ

ぱり楽しく、明るく、利用者に関しても通ってくる人と住んでいる人、ショー

トステイをやっているので泊まる人と、そういった形で関わり方がそれぞれ違

うのですが、皆さんが楽しいと思ってくれることを大事に考えております。私

自身、障がいのある方、それだけに限らないですが、人と関わるのが好きです

ので、いろいろな人と関わりを持つことの楽しさ、障がいのある人も私は同じ



ように感じておりますので、そこを楽しむということが基本的にあります。私

自身が楽しく関わっているから、利用者も楽しく私と関わってくれるのかなと

いうところがあります。そういったところを、やりがいと言いますか、頭の中

においております。お答えになっているしょうか。

青木委員 十分です。

中島委員 ２点ほどお聞かせください。明日葉の建物内で多数の事業が展開されている訳

ですけども、そのあたりの安全管理といいますか、共有の部分について少しお

考えをお聞かせいただければと思います。

申請者 ２階のフロアだけでもいろいろな事業をやられていたり、一般の方もご利用さ

れていたりとかということもありまして、どうしても接点が生じてくるとトラ

ブルも起きやすいということも重々承知しておりますが、私ども常に仕事をし

ていく中で、障がいのある方がなるべく社会と接点が持てるように、あまり囲

ってしまうのではなくて、いろいろな所に出て行ったり、旅行に行ったり、買

い物に行ったり、地域でボランティア活動をすることもあります。そういった

時に地域の方と触れ合う機会があるのですが、そこはもし、行動障害がある場

合ですと、そういった場でトラブルに繋がりやすいなということを事前に把握

しておりますので、しっかりとリスクマネジメントという危険を回避できるよ

うな頭で動くような施設でおりますし、他のフロアですと、例えば１階ですと

コアサポートさんを始め、私ども普段からお世話になっている部署ありますの

で、そこと連携をしながら一緒に障がいのある方を盛り上げていければなと考

えております。

中島委員 もう１点なのですが、地域交流ですとか、楽しめるように考えているようです

が、具体的に計画していることはありますか。

申請者 私が管轄しているところで、わかばの家、ネクサスわかばではお祭りをさせて

頂いております。これは前からやっているものではなく、ここ最近始めて、地

域の方と交流できるような形で広く関わりが持てるようなお祭りをさせて頂い

ております。この総合福祉会館でどこまで踏み込めるのかまだわかっていない

ところがありますが、極力そういうことができるようでしたら、いろいろな方

が来れるような祭り的なことも考えたいですし、あとは、この前見学させて頂

いたときに、野菜を作ったりしていたので、余暇的なことを今もしていると思

うのですが、もう少し発展させて、たとえば、野菜の芋とかができたら販売し

たりとか、皆さんが余暇を楽しむことの目標とか目的となるものが定められる

とやりがいができていいのかなと、就労的な目線も取り入れていきたいなと今

は漠然としてですがございます。

中島委員 ありがとうございます。 

長谷川委 正職員の人が少ないように感じます。資格取得とかそういうことに力を入れて



員 いますか。もう一つ、緊急の対応ということで、速やかに対応すると書いてあ

ったので、ここは評価したいと思って、ちょっと安心したのですが、すぐに対

応してもらえるのですよね。

申請者 まず、職員率ということで資料として出させて頂いているところから、一般的

な印象としてパートとか非正規がの割合多いように見えるのかもしれません。

特に意識してそのようにしたのではなくて、今はいろいろな働き方がありまし

て、パートさんでも扶養の範囲内で短い時間の方から、社会保険をしっかりか

けて、７時間とか中には８時間でパートという方もいらっしゃいます。いろん

な方をその場、その場に応じて受け入れさせて頂いておりますので、どちらか

というと、８時間勤務の常勤職員、正規の職員に似たようなパートさんも多い、

私どもの法人の構成割合となっておりますけれど、活躍しているパートさんも

多い形でおります。一つ目についてはよろしいでしょうか。

２つ目の緊急時とかそういった時は、施設ごとでの体制は取れておりますし、

最近ではこの前の台風もそうでありますが、地域全体で危機管理をしなければ

いけない、そういったところは法人本部が主体となりまして、連絡網や備品の

整備を先手、先手を打って対応している状況でございます。そういった面でも

安心してご利用者から利用して頂けると自負しております。

長谷川委

員

ありがとうございます。

高橋会長 障がい福祉に対する姿勢とかありますか。

申請者 かなり私の考えが強いのですが、どんな方でも、障がいの重い、軽いでもそう

ですし、障がいの種別でもそうですし、個々の能力もそうですが、どのような

方もうちの法人に来れば使えるサービスがあるということを目指しておりま

す。私ども 15種類ほどやっておりますが、そこもこれから先、もう少しやって
いない事業もありますので、そこを増やして、皆さんがうちの法人にくればサ

ービスを受けることができるということを目指しております。

渡辺委員 皆さんのところで、市単事業と生活介護事業と兼務されておりますね。人件費

の割合というのは、これを見ると按分で割っているのですか。

申請者 提出させて頂いている資料の按分についてですが、計算の中で年度毎の利用者

の平均を出させて頂いて、毎年の生活介護の人数が１年間の平均人数が変わる

のですが、その人数と市単の定員７名というところで按分させて頂きまして、

費用の配分をしております。

渡辺委員 私が聞いたのは、仕様書の中で職員は原則兼務は認めない、兼務する場合は、

時間を明確に分けるとありますが、それは大丈夫なんですか。

申請者 そこは時間で分けていますので大丈夫です。

高橋会長 よろしいでしょうか。それではありがとうございました。



（６）評価委員意見交換及び採点【非公開】

（７）閉会


