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令和元年度第２回大船渡市ささえあい長寿推進協議会 

 会議報告書 

 

開 催 日 時 令和元年８月 29 日（木） 午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分 

場 所 大船渡市役所 議員控室 

出 席 委 員 

田代研三委員(会長)、金野敏夫委員、渡辺陽子委員、山口清人委員、千田富士夫

委員、木村久子委員、佐々木好子委員、金野寿江委員、佐藤順子委員 

（９人）  

※欠席：佐藤勝利委員、岩渕正之委員、飯田浩之委員、金野良則委員、内出幸美

委員、東美和子委員（６人） 

市 出 席 者 市長、熊澤生活福祉部長、佐々木長寿社会課長、佐藤課長補佐、大津係長（５人） 

内 容 

議事 

大船渡市デイサービスセンターの譲渡について 

報  告  者 長寿社会課 課長補佐 佐藤かおり 

  

１ 開会（10：30） 司会進行：佐々木課長 

  【佐々木課長】定刻になりましたので、始めさせていただきます。皆様方には、お忙し

いところ、ご出席をいただきまして大変ありがとうございます。ただいまから、令和

元年度第２回大船渡市ささえあい長寿推進協議会を開会します。 

私は、進行を務めさせていただきます、長寿社会課 課長の佐々木と申します。よろし

くお願いいたします。本日の会議でございますが、これまでは大船渡市地域包括支援セン

ター及び地域密着型サービス運営協議会と併せて、ささえあい長寿推進協議会を開催いた

しておりましたが、本日の協議案件が長寿推進協議会の所掌事項のみということから、単

独の開催としたところでございます。 

 

２ あいさつ 

  【佐々木課長】はじめに、戸田市長からあいさつを申し上げます。 

  【戸田市長】委員の皆様におかれましては、何かとご多用の中、ご出席をいただき

まして誠にありがとうございます。 

また、常日頃より福祉行政の推進はもとより、市政各般にわたりまして、ご理解、

ご協力を賜っておりますことに厚くお礼申し上げます。 

さて、本年５月に１回目の協議会を開催した際には、委員の皆様から貴重なご意見

を頂きました。そのご意見につきましては、関係部署との連携のもと政策に反映し、

各種事業の充実や市民福祉の向上に努めているところでございます。 

このような中、平成４年度に「福祉の里」に整備した大船渡市デイサービスセンタ

ーにつきましては、『公設民営の方法』により社会福祉法人成仁会に運営を委託して

きましたが、今般、一定の条件のもとで『市内の社会福祉法人に譲渡する方針』とし

たところでございます。この背景には２つございます。１つ目は、人口減少下におい

て生産年齢人口が減っている、そういった中で公共施設を減らしていく必要がござい
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まして、それを今計画的に推進しているところでございますし、時代もそういう流れ

でございます。２つ目は、平成４年頃は市が先導的に介護サービスを実施していまし

たが、現在では社会福祉法人を含む多様な事業者が施設を整備し、介護サービスを提

供している状況があります。 

よって、市の施設を市内の社会福祉法人に譲渡した上で、その法人が所有する施設

と連携した介護サービスを提供することが、利用者の皆様には、より効果的であると

判断したものであります。 

そして、この施設譲渡の案件につきましては本協議会に諮り、委員の皆様方からご

意見を伺いたく、本日の開催に至ったものであります。 

この後、担当者より施設を譲渡する理由や譲渡する場合の条件等をご説明いたしま

すので、皆様の忌憚のないご意見を頂戴したいと存じます。 

結びに、委員の皆様には、今後とも当市の福祉行政の推進並びに当協議会の円滑な

運営にご協力をいただきますようお願い申し上げまして、あいさつといたします。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

  【佐々木課長】この後協議を進めて参りますが、市長はこの後、別の用務がござい

ますので、ここで退席させていただきます。 

  ～市長、退席～ 

  

（会議の成立について） 

【佐々木課長】ここで、協議会の成立について報告いたします。協議会条例第５条第２

項では、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができないと規定されております。 

本日は、委員 15 人中 9 人の出席をいただいておりますので、本協議会が成立している 

ことを報告いたします。 

 

 （議長選出） 

【佐々木課長】続きまして、協議に進ませていただきますが、これも協議会条例第４条第

２項では、会長が議長になるという規定がございますので、田代会長に進行をお願いしたい

と思います。議長席の方にお願いいたします。 

【田代会長】田代研三です。本日は、お忙しい中、本協議会にご出席いただき誠にありが

とうございます。先程、市長が申し上げたとおり、本日は標題の件について、事務局の説明

の下、協議会委員である皆様方の考え、ご意見を伺い諮問として大船渡市に提案したいと思

います。ご協議のほどよろしくお願いします。 

 

３ 協議(10：40) 

(1) 大船渡市デイサービスセンターの譲渡について 

【議長(田代会長)】それでは、早速ですが、議事に入りたいと思います。(1)大船渡市デ

イサービスセンターの譲渡につきまして、事務局の説明をお願いいたします。 

【佐々木課長】担当者からの説明に先立ちまして、私の方から委員の皆様にお願いがご

ざいます。協議案件の大船渡市デイサービスセンターの譲渡につきましては、これから、

譲渡の理由、譲渡する際の条件等について資料に基づいて説明させていただきます。そし
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て委員の皆様の意見を踏まえまして、施設譲渡の方針を市長に報告した上で決定いたしま

す。その決定後、現在、大船渡市デイサービスセンターは指定管理ということで成仁会に

業務委託しておりますが、指定管理者である成仁会との協議、また、市議会への説明、そ

の後、施設譲渡先の公募という形で事務を進めていく予定としております。このように施

設の譲渡に向けましては、今日の会議後の事務ということになりますが、各段階で関係者

との説明を一つひとつ慎重に進めていく案件でございます。よって、本日の会議の内容と

資料につきましては、部外秘の取扱いに委員の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

私からは以上です。 

【大津係長】～資料により、大船渡市デイサービスセンターの譲渡について説明～ 

それでは、大船渡市デイサービスセンターの譲渡について、説明させていただきます。 

  はじめに、資料にはございませんが、大船渡市デイサービスセンターについて、設置から現

在までの経緯について説明いたします。 

   大船渡市デイサービスセンターは、岩手県と大船渡市による「福祉の里整備事業」で整備

された施設の１つであります。「福祉の里整備事業」とは、高齢者と児童・生徒、一般市民、

心身障害者が一体となった豊かな長寿・福祉社会づくりを実現するため、県が福祉の里セン

ター等、市がＹＳセンターやデイサービスセンター等、社会福祉法人が養護(盲)老人ホーム

や児童養護施設などの施設整備を一体的に行った事業であります。 

   この区域には、福祉の里整備事業着手以前から、社会福祉法人成仁会が運営する特別養護

老人ホーム富美岡荘があったことから、この事業の企画・実施においては、富美岡荘と連携

を図りながら、高齢者施設であるデイサービスセンターと養護(盲)老人ホームの運営を一体

的に運用することを念頭として進められたものであり、開所当初から成仁会に運営の委託を

しており、平成 18 年度からは、指定管理者として引き続き成仁会が運営を担っている施設

となっています。 

 それでは、資料に沿って説明します。資料１ページ、１．施設の概要についてです。整備

時期は、平成４年３月の完成で、同年６月から開所しており、建設後 27 年が経過した施設と

なっています。設置主体は大船渡市であり、建物面積が 347 ㎡、鉄骨平屋建てで、総事業費

が 1 億 560 万円あまりとなっています。運営形態でありますが、定員は 30 名で、年末年始以

外は年中無休で、営業時間は午前９時 30 分から午後４時までとなっています。運営内容につ

いては、先ほど申しましたとおり、社会福祉法人成仁会を指定管理者として委託しており、

東日本大震災以降は、特例として定員を３名超過する１日 33 名を受け入れてサービスを提供

しています。利用状況についてですが、平成 30 年度の実績として、延べ 11,176 人が利用し

ており、１日平均は 30.6 人となっています。年間稼働率は、102.1％で過去５年間の平均稼

働率は 107％、１日平均にすると 32.1 人となり高い水準で稼動しています。 

 つづきまして、２の譲渡についてですが、今回、譲渡の方針に至った理由４点について説

明します。 

   まず、１点目です。福祉の里整備事業実施当時は、老人福祉制度に基づいて市町村や公的

団体が中心となって介護サービスを提供しており、当デイサービスセンターもこれを前提と

して整備された施設です。 

   その後の高齢化の進行による介護ニーズに対応するために創設された介護保険制度にお

いては、民間事業者やＮＰＯなど多様な事業者がサービスを提供することを基本的な考え方

としており、当市においては、民間事業者による同種の通所介護事業所は、現時点で 13 ヶ 
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所となっていることから、市直営による運営については、民間によるサービス提供が軌道に

乗るまでの先導的役割を果たしたものと判断したためです。 

   ２点目は、譲渡先の社会福祉法人が運営する介護施設や医療機関との連携により、施設利

用者に対して、介護サービスの充実が図られると考えたためです。 

   ３点目は、建設後 27 年が経過し、現代の生活様式や介護サービスの実態に適していない

部分があり、利用者への介護サービス向上のためには、様々な改修が必要ですが、改修等に

あたっては、実際に介護サービスを行っている社会福祉法人の方が柔軟に対応できると判断

したためです。 

   最後、４点目は、社会福祉法人に譲渡した場合でも、介護サービス量が維持されるため、

市有財産の有効活用になり、今後想定される大規模改修等の維持管理コストの削減に繋がる

ことから、大船渡市公共施設等総合管理計画の方針に合致するためです。 

   以上４点の理由により、市としましては譲渡の方針となったところです。 

 つづいて、３．譲渡する場合の条件等についてです。１、公募による募集とします。２、

応募資格は、市内の介護施設を運営する社会福祉法人とします。現状では、成仁会、三陸福

祉会、典人会の３法人が該当します。３、当面の間、５年以上を想定しておりますが、現施

設を活用して、量的にも質的にも現在と同程度以上のサービスを提供することとします。４、

現在と同様に適切なサービスを提供するため、必要に応じて施設の改修等を行うこととしま

す。５、介護用特殊浴槽のリース契約を引き継ぐことです。これは、開所当初から使用して

いた介護用特殊浴槽を更新する必要があったため、今年７月から新しい介護用特殊浴槽をリ

ースで５年契約していることから、この契約を引き継いでいただくことです。なお、１年間

のリース料は、約 160 万円となっています。６、建物については無償譲渡とします。これは、

社会福祉法人は特別法上の公益法人であり、公共的団体と認められること、またデイサービ

スセンターの運営は公益的事業であることから、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例」第３条に該当するためです。７、敷地については譲渡せず、無償貸し付けとします。敷

地は市有地となっていますが、これにつきましても、建物の無償譲渡の理由と同じく、公共

的団体の公益的事業であることから、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」第４条

に該当するためです。 

条件については、実際の公募の際には、さらに細かな条件をつけることになりますが、こ

こでは主なものとして７点説明させていただきました。 

つづいて、４譲渡する場合のスケジュールについて説明します。ここには、今後想定され

るスケジュールを記載しています。主なこととして、10 月中旬から公募を開始し、11 月中旬

には、市職員で構成する譲渡先選定委員会により譲渡先を選定する予定となっています。そ

の後、市議会で必要な議決を経て、譲渡契約を締結し、来年の４月には譲渡という予定とし

ています。なお、ここのスケジュールにつきましては、あくまで現段階の予定であり目安で

す。今後の関係機関との調整などにより変更となる場合がありますので、ご承知願います。 

【議長(田代会長)】ただいま、事務局から大船渡市デイサービスセンターの譲渡につい

て一連の説明がありましたが、皆様方からご質問、ご意見を賜りたいと思います。どなた

かございませんか。 

【議長(田代会長)】確認ですが、譲渡する場合の期間が当面の間５年以上との記載は、

どのようなことでしょうか。 

【大津係長】市の建物を譲渡するということで、使用目的に沿った一定期間を使用して
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いただく必要があります。ここでは特に何年以上という定めはありませんが、介護サービ

スを安定して提供するという観点からも５年以上は同じく運営していただきたいと考えて

いるところです。 

【議長(田代会長)】土地についても無償譲渡の貸与ということで、５年が目処と言うこ

とでしょうか。 

【大津係長】土地の契約については今後詰めていきますが、事業を継続している間は更

新していくという形になります。 

【佐藤順子委員】大船渡市デイサービスが市の所有だったんだなと遡ってその当時のこ

とを思い出していたんですが。あくまでも譲渡ということで、法人に全てを渡してしまう

ということではないんですよね。 

【佐々木課長】今現在は市が所有して運営を委託しているということですが、譲渡とい

うことは、所有権が移行しますので、法人の所有になるということでございます。 

【金野寿江委員】私も、てっきり成仁会のものであるという認識でおり、ケアマネの中

でもそのような認識が現在もありまして、公募ではなく、人材不足の中で、成仁会さんで

回していただいているのであれば、市と成仁会さんの方で交渉していただいて、そのまま

譲渡するのが良いのではないかという思いです。 

【佐々木課長】それについて説明をさせていただきますが、まずは内部で検討するとき

も、そのような意見もございました。やはり申し上げましたように、福祉の里を整備する

ときの経緯とその後 27 年間に亘る実績があるんです。現地に行くと、大船渡市の施設と祥

風苑がつながっているという事情もございます。27 年間の中で、成仁会というのもありま

すが、市の施設ということは、市民の財産ということもございます。我々担当部署、また

は、事業所の皆さんですと、そのような意見もありますが、市民の方一人ひとりが見たと

きに、やはり他の事業所、法人ということもありますので、最終的に公募の判断に至った

ところであります。市の所有で運営を委託するというものと、施設の所有権を法人に移す

という判断は別物であろうということで、３法人を指定する形での公募となります。１社

でも複数の場合でも、審査をし、１社だから決まるということではなく、スケジュールで

申し上げたように評価シートを作りまして、そのうえで選定をするということになります。

多くの見方としては、成仁会が受注するだろうと見方もありますが、最終的には、市民の

財産であるということを考えまして進めていこうということでした。これまでの成仁会の

長い実績、そして私たちも施設に出向いてデイサービスの職員とも話をしておりますし、

利用者とは直接はなかなか会えませんが、施設に飾ってある写真等を見ながら、皆さんに

喜んでいただいていると重々分かっておりますので、成仁会のこれまでの実績は承知して

おります。 

【議長(田代会長)】ありがとうございました。指定管理者として長い間施設の運営に携

わりました、社会福祉法人成仁会のこれまでの経過や今後確たる考えはいかがなものかと

思いますが、いかがでしょうか。 

【山口委員】今日は意見を言わないつもりでいましたが。１つは、平成 23 年２月 17 日

岩手県の指導監査があり、その中でどのような指摘があったかというと、まずトイレが男

女一緒です。数が少ないということでトイレを改修するように指導がありました。私たち

の施設ではないので、市が改修をしなければならないと思っていても、10 年くらいなかな

か改修してもらえない。特殊浴槽についても、要求して３年目になりますが、昨年中にで

きるはずが、どうしたわけか徐々に延び、今年６月に入った。法人とすれば、即、改善し

たいができないという運営でした。現在職員数が 12 名、シルバーが４名、16 名で運営を

しています。考えてみると、一つは応募していいのかどうなのかということ、それから借

金まで施設で引き継ぐ必要があるのか。祥風苑と繋がっていることもあるので、どうなの
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かと考えています。もし、応募がどこもなかった場合どうするのか、譲渡を進めるのかと

疑問を感じる所もありました。平成４年６月から始めたということで市民からは喜ばれて

おり、経営しなければならないと思いながらも、このような条件で受けなければいけない

のか。160 万円のリース料は大きいが、受けるかどうするかと話しているところです。 

【議長(田代会長)】わかりました。ただいまの利用の流れから言って、簡単には譲渡が

成立しないという感じがします。 

【佐々木課長】今、３点ほどお話があったと承知しています。施設の要望の話がありま

した。トイレが男女兼用、便器の数が少ない、車椅子用のトイレが２つ、通常使用するト

イレよりは広めですが順番待ちをしている間に間に合わない利用者もいるということで、

大きな課題だと思います。特殊浴槽につきましても、古くなり長い間使っていると故障も

多くなってきて施設の方で対応してきたということも伺っております。そのことを重々わ

かりながらも、市の中での判断もあるわけですが、毎年予算要求しても数多くの施設の中

で優先順位もあり、何ともできなかったということもありまして、そのような中でまずは

特殊浴槽の更新という方針が決まったということです。全体の中でなかなか進まないとい

う市の現状はございます。そのうえで、今年度介護浴槽のリース契約をしましたが、施設

の譲渡、所有権が移るということになると、この部分も引き継ぐことになります。ご負担

分があるかと思いますが、ご理解いただきたいと考えております。３点目の公募に関して

は、３箇所の法人からの応募がない際にはどうなるのかということですが、現在は指定管

理ということで４月から５年間成仁会と契約をしておりますので、５年間の契約も有効な

わけです。ただし、５年間の期間の中で、市は譲渡ということ方針を決めて進めていこう

と考えておりますので、譲渡が決定した際には、５年間の指定管理の契約は廃止になりま

す。応募者がない場合には、譲渡せずこのまま指定管理が続いていくことになります。以

上でございます。 

【議長(田代会長)】ありがとうございます。なかった場合に話が移行しましたけど。 

【金野敏夫委員】今回の議題ですが、福祉の里で市がリーディング的な立場でデイサービ

スを始めて、その後民間事業所が多く参入してきました。そういう中で市のリーディングと

しての役割は恐らく終わり、民間の方に任せたいというのは理解できると話だなと聞いてお

りました。その点では賛同です。譲渡の方法をどうするかが悩むところだと思いますが、こ

れまで委託とかこれまでの実績を踏まえてということもあると思いますが、財産の無償譲渡

ですから、市民にしっかり説明する必要があると思います。１者にしてしまうと、市民にど

う説明するかになってくる、一般的に考えると選択の余地が無い場合は１者にすることもで

きると思いますが、可能性が他に無いわけではないとすると、市としては特定する説明は難

しいのかなと思います。公募を取らざるを得ないんだろうという考え方は理解できます。条

件がありますので、応募がなかった場合というのも想定されますが、現契約を継続していく

方法もあると思いますが、１度公募を出して、３者と指定していますので、市がその候補者

の方々と話し合いをするというのも良いのではないかと思います。様々な条件を合わせると

か、そのような作業も必要かと思っていました。 

【議長(田代会長)】ありがとうございました。 

【佐々木課長】金野委員の話は、市が譲渡という方針であれば、そこで進めていくと。そ

して、３者から応募が無かったから指定管理を継続するのではなく、譲渡の可能性を探って

いくという話。そのためにも当初の条件の中で、協議できる部分、見直しできる部分がある

かどうか検討していくこともあるのかなと思っています。市で所有していると、どうしても

必要な改修について全体の中での優先順位がありますので、我々の要望が通らないこともあ

り予算の確保が難しいわけですが、民間の施設の中で柔軟に対応ができるのであれば、市民

の方々に喜ばれるだろうと思っていますので、そういった意味でも指定管理を続けるよりも、
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譲渡のほうが長い目で見ると良いのではないかという判断でございます。 

【議長(田代会長)】どうしても譲渡を受ける側からすれば、大規模な改修が必要だという

ことが目に見えている感じがします。金額が必要で、さらにリース料が必要だとすれば、ち

ょっと待てよと感じると思います。工事費用については、業者の関係があるので何とも言え

ない。リース料は条件緩和とか何か考えは無いのかどうか。これから詰めていくという話で

すが、引き下げるとか、今後考えの中に入れていただければと思いますが、いずれにしても

継続していただかないと 30 名ほどの通所利用している方々が戸惑わないようにしていただ

きたいと思います。 

【佐々木課長】市も利用者の方々に負担にならないよう、大きなマイナス面にならないよ

うに考えていきたいと思います。リース契約に関しましては、経費を５年、60 か月で割って

おりますので、リース会社との交渉事務となると思いますが、ご意見として承っておきたい

と思います。 

【議長(田代会長)】ありがとうございます。同じ社会福祉法人を経営されます、三陸福祉

会千田委員さん、何かご意見をお願いします。 

【千田委員】当法人ではなかなか手は挙げられないと思います。一番大事なのは、地域に

とって必要なデイサービスをどうやって維持していくかということだと考えます。 

【議長(田代会長)】ありがとうございました。渡辺委員何かございませんか。 

【渡辺委員】私も今の話を伺っていて、時代の流れで譲渡という選択になるんだろうなと

思いました。ただし、人口減という中で、現在も 13 か所デイがあるので、今後のことを考

えたときに大船渡市の高齢者に特化しているデイサービスは充実していますが、サービスと

して不足しているのは若年性の方を受け入れるような通所、医療度の高い人を受けいれる通

所がないという現状があるので、こういった機会を利用させていただいて、条件の中に、若

年性の利用者の方を受けいれる工夫を今後入れていただいた方がいいのかなと思います。 

【佐々木課長】３年に１度作っております高齢者福祉計画につきましては、令和３年度か

ら第８期に入ります。第７期は来年度末までですので、令和２年度が計画の仕上げの年にな

りますが、今年度下半期から、色々なニーズの把握、現状の調査というようなことをしなが

ら、そのような状況も踏まえていきたいと思います。事業を５年間継続するということを申

し上げましたが、条例などで規定が何年ということはございません。ただし、デイサービス

を利用されている状況を考えれば一定期間必要かなということで、そのうえで社会変化を踏

まえまして、その辺は変更していくこともあり得るのかと思います。 

【議長(田代会長)】ありがとうございました。先ほど金野委員からお話がありましたが、

対象の社会福祉法人３法人につきまして、意見交換とか話をするというのは、公募前にそん

なことをすると談合になってしまうと思いますので。 

【金野敏夫委員】私が話したのは、公募がなかった場合にどうするかという話で、例えば、

現に指定管理を受けている所とか、その３者と順次話し合いを持ったらいいのかなと思いま

した。 

【佐藤順子委員】条件を考えたときに譲渡をされる法人というのは、だいたい限定されて

しまうのではないかと思います。例えば、20 何年か運営をしてきた中で、いろんな不都合が

あった場合、譲渡する条件として、今の運営している施設と譲渡の条件とか、プラス面とか

提示するのが良いのかと思います。 

【議長(田代会長)】ただいまの意見にありました、譲渡を受けやすいように市の方で好条

件を出すようにできないでしょうか。 

【佐々木課長】大船渡市デイサービスセンターは、大船渡市の所有になっていますが、３

ページの資料でいきますと、下の段の写真がありますが、デイサービスセンターの隣に祥風

苑という施設があります。祥風苑と通路でつながっているなど施設の特殊性がございます。
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浄化槽含めた設備の方は、当初は単独で大船渡市が浄化槽を設置しましたが、祥風苑が翌年

建設されているので、現在は共同利用のような形になっています。費用は、按分で負担にな

ります。また、現地での説明会を予定していますので、そういったところはしっかり説明を

しなければいけないと考えています。 

建物の無償譲渡につきましては、有償という方法もあろうかと思いますが、社会福祉法人

として公益事業を行っているところについては、市の条例では無償譲渡が可能ですので、そ

ういった所も受けやすい設定だと思います。敷地につきましても、現在大船渡市の所有で市

の建物が建っているということです。建物について無償で譲渡して、法人の名義になると法

人は、市の土地を借りることになります。その場合、有償でいいのではという意見もありま

すが、ここも施設を整備した平成２年からの福祉の里構想というのがベースにあるというこ

とを踏まえまして、無償と考えてきた所であります。その中で施設の改修費用、リース契約

の引継ぎという負担はございますが、ご理解願います。 

【熊澤部長】先ほど、金野委員から３法人から応募がなかった場合の市の考え方ですが、

我々の考えは譲渡ということですので、応募がなかった場合、応募できなかった理由を３法

人からヒアリングする必要があるのではないかと思います。それを確認した上で、条件や再

募集を考える必要があると思います。 

【議長(田代会長)】ありがとうございます。その他皆さんからありますか。ないようです

ので、事務局の説明と流れ、意見を踏まえましてこの大船渡市デイサービスセンターの譲渡

の方針につきましては、賛成するということでよろしいでしょうか。そういう方向で譲渡に

ついて賛成ということで本協議会は閉めたいと思います。ただ、皆様方のご意見を十分尊重

していただいて進めていただきたいと思います。 

【佐々木課長】色々なご意見ありがとうございました。本日提案していただきました意見

については市長にも報告をいたします。皆様の意見は十分尊重して、今後は２ページ４番に

ありますように想定している事務を進めさせていただきたいと思います。現在指定管理をし

ていただいている成仁会にもご相談申し上げ必要な事務手続きを進めてまいります。そして、

施設を譲渡する法人、それまでの事務処理経過につきましては本協議会を開きまして、皆さ

んにご説明させていただきます。時期としましては年明けになるかと思います。 

【山口委員】スケジュールの関係で 11 月下旬ということで、県への報告書とは、何のため

に県に報告するのか、教えてください。 

【大津係長】デイサービスセンターを建設するにあたって、国と県の補助金が一部入って

おります。補助金を使った施設なので、処分するにあたっては県を通して国に報告が必要と

なります。その報告のことを記載させていただきました。 

【議長(田代会長)】ほかなければ、この件はここで終了とさせていただきます。 

 

 

 (2) その他 

   【議長(田代会長)】(2)のその他ですが、皆様方から何かございませんか。事務局はから

ございませんか。 

   【佐々木課長】事務局からはございません。 

  【議長(田代会長)】その他につきましては何もないようですので、以上をもって、本日

の議事は終了しました。議長は解任となります。皆様にはスムーズな議事進行にご協力い

ただき誠にありがとうございました。 

 

４ 閉会（11：30） 

【佐々木課長】田代会長、委員の皆様大変ありがとうございました。以上を持ちまして、
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第２回大船渡市ささえあい長寿推進協議会を終了させていただきます。ありがとうございま

した。 

 

    

 

    

 

 


