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平成２８年度第２回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日  時：平成２８年１２月２１日（水）午後２時３０分から午後５時００分まで 

場  所：委員会室（本庁舎３階） 

 

出席委員：大河一夫、伊藤充宏、大橋茂樹、波多野知司、平野義雄、太田敏勝、 

白井勝、平田節雄、河合鉄夫、川上陽子、片山佳代子 各委員 

欠席委員：小山妙子 委員 

事 務 局：鈴木福祉部次長、高橋介護高齢課長、清水介護高齢課主幹、 

岡本介護高齢課長補佐、近藤介護高齢課長補佐、中尾介護高齢課長補佐 

鈴木介護保険係長、磯田主任、後藤主事 

 

 

（司会） 

定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

はじめに、委員の交代がありましたので報告をさせていただきます。 

豊川市民生委員・児童委員協議会からの推薦委員でありました、小池委員が１１月３０

日付けで辞職され、同協議会から後任として推薦をいただきました、太田様に残任期間を

務めていただくことになりましたのでよろしくお願いいたします。 

それでは、太田委員から一言ごあいさつをいただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

（太田委員） 

民生委員・児童委員協議会より推薦のありました太田と申します。よろしくお願いいた

します。 

 

（司会） 

ありがとうございました。なお、委嘱状につきましては略式ではございますが、机上に

お配りさせていただきましたので、ご確認をお願いいたします。 

では、ただいまから平成２８年度第２回豊川市介護保険事業運営協議会を開催させてい

ただきます。 

なお、本日、小山委員より欠席のご連絡をいただいておりますのでよろしくお願いいた

します。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきます。まず、１枚目に次第、その次に委

員名簿、本協議会の要綱、平成２８年度第２回と書かれた「資料」、「参考資料」と書かれ

たＡ３の用紙を事前にお配りさせていただいております。 

そして、本日机の上に置かせていただいております、「平成２９年度からの地域包括支

援センター出張所（ブランチ）設置について」がございます。 
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もし、お手元にない資料がございましたら、事務局にお申し出ください。 

それでは議事に入る前に、会長であります大河様から、一言ごあいさつをいただきたい

と思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 皆さん、こんにちは。第２回目ということでありますので、改めてのご挨拶はありま

せんが、介護保険事業の運営協議会ということで、豊川市独自の部分が平成３０年度か

ら広域連合との関わりで少し変わってまいりますが、現在進行中の中身についての運営

協議会でありますので、現状をみながら皆さんのご意見をうかがって、実態のあるもの

にしていきたいというのが、この会議の趣旨であります。よろしくお願いいたします。 

 では、少し遅めに始まっておりますので、早速議事を進めたいと思います。 

 

（司会） 

どうもありがとうございました。 

本日の協議会につきましては、委員の定数の半数以上の出席がございますので、運営協

議会設置要綱第４条第２項より、議事の開催及び議決の規定を満たすことをご報告させて

いただきます。 

続きまして、当協議会の公開についてご説明いたします。当協議会におきましては、一

部の議案を除き、原則公開となります。議事録につきましては、発言された委員のお名前

を伏せまして、要点筆記の形で作成し、公開してまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、運営協議会設置要綱第４条第１項の規定にありますとおり、この会の議長は

会長である大河さまにお願いし、以降の会議の進行をお願いしたいと存じます。 

それでは、大河会長よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

それでは早速議題に入ります。議題(1)「地域密着型サービスについて」の①「地域密

着型サービス事業所の新規指定について」、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 はい、説明させていただきます介護高齢課の鈴木と申します。それでは、議題の(1)①

「地域密着型サービス事業所の新規指定について」、失礼ですが、座って説明させていた

だきます。 

今回、新規の指定が３件ございます。資料、１ページをご覧ください。１件目は、社会

福祉法人美竹会より申請のありました、「グループホームみそのデイサービス」です。事

業所の位置は金沢町弁天下、サービス種類は、「認知症対応型通所介護」及び介護予防の

同サービスになります。お手元Ａ３の「参考資料」をご覧ください。左面の（２）自宅か

ら通って利用するサービスにあります、③認知症対応型通所介護と書かれているところで

す。右面の③をご覧いただきますと、「比較的安定した状態にある認知症の方が、通いな



3 

がら共同して入浴・食事等の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス」になり、そ

の中でも（２）とあります「共用型」と言いまして、下記の認知症対応型共同生活介護（グ

ループホーム）の入居者と一体的にサービスが提供されるものの指定になります。 

 それでは資料、１ページにお戻りください。これは、既に金沢町で運営されています「グ

ループホームみその」の中で行う共用型となります。 

 開設予定日は平成２９年１月１日で、１０月２０日付けで新規指定の申請がありました。

設備基準、そして２ページにございます人員体制について書類審査したところ、基準を満

たし、適正な運営に支障がないと認められるため、新規の指定をするものです。なお、指

定の有効期間は、介護保険法の定めにより６年となっております。 

 ページをおめくりいただいて３ページに、「グループホームみそのデイサービス」のパ

ンフレット、４ページには位置図、５ページには平面図を掲載しております。印刷の関係

で見づらい部分もございますが、参考にご覧ください。 

続きまして２件目です。６ページをご覧ください。株式会社甲樹より申請のありました、

「デイサービスふくれみの樹」です。事業所の位置は、篠田町中庄名に新たに建物が建設

されるものとなり、サービス種類は、「地域密着型通所介護」になります。 

Ａ３横の「参考資料」の左面をご覧ください。（２）の自宅から通って利用するサービ

スにあります、⑨地域密着型通所介護と書かれているところです。右面の⑨をご覧いただ

きますと、「食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔

機能向上サービス等を日帰りで提供する小規模な施設」で、定員１８名以下の小規模なデ

イサービスになります。そしてこのサービスは、平成２８年４月１日より、愛知県の所管

から、市の所管に移された地域密着型サービスとなっております。 

６ページにお戻りください。 

 開設予定日は２月１日で、１０月７日付けで新規指定の申請がありました。設備基準、

そしてページをおめくりいただいて７ページの人員体制について書類審査したところ、基

準を満たし、適正な運営に支障がないと認められるため、新規の指定をするものです。 

 また、１２月１２日に現地確認を行いまして、設備基準を満たしていることの確認も行

っています。 

 ８ページに、「デイサービスふくれみの樹」のパンフレット、めくっていただきまして

９ページには位置図、１０ページには平面図を掲載しておりますので、参考にご覧くださ

い。 

続きまして３件目、１１ページをご覧ください。本案件におきましては、昨年度４月に

行いました、本市の第６期介護保険事業計画に基づく「地域密着型サービス事業所整備事

業者の公募」に係るものでありまして、昨年度の第１回の協議会でご協議いただき、選定

をいたしました事業所の１つとなります。 

社会福祉法人菜花会より申請のありました、「特別養護老人ホームれんげそう」です。

事業所の位置は、平井町神明に新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類は、「地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、いわゆる小規模な特別養護老人ホームにな

ります。 

Ａ３横の「参考資料」の左面をご覧ください。（５）生活の場を自宅から移して利用す
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るサービスにあります、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模特別養護

老人ホーム）と書かれているところになります。右面の⑦をご覧いただきますと、「常時

介護が必要なため在宅の生活が困難な入所者に食事・入浴・排泄等の日常生活の介護や健

康管理を行う施設」になりまして、定員２９名以下の小規模な特別養護老人ホームとなり

ます。 

 １１ページにお戻りください。開設予定日は３月１日で、１１月２８日付けで新規指定

の申請がありました。設備基準、そして１３ページにあります人員体制について書類審査

したところ、基準を満たし、適正な運営に支障がないと認められるため、新規に指定をす

るものです。 

 また、現在建物が工事中であり、竣工が２月初旬とうかがっております。竣工後に現地

確認を行い、設備基準を満たしていることの確認を行う予定です。 

 １４ページには「地域密着型特別養護老人ホームれんげそう」のパンフレット、１５ペ

ージには位置図、１６、１７ページに平面図を掲載しておりますので、参考にご覧くださ

い。 

以上です。 

 

（議長） 

３件の新規の申請に関する説明がありました。３件に関しまして、特段の問題がなけれ

ば進めたいと思います。何かご質問はありますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 美竹会の認知症対応型通所介護ですが、単独型は非常に苦戦していたと思いますが、他

のグループホームの共用型は、現状どのぐらいの利用がありますか。 

 また、「デイサービスふくれみの樹」は、単独型の通所介護でしょうか。 

 最後に、「特別養護老人ホームれんげそう」に関しては、以前、小規模多機能の指定更

新の時に、宿直者の方への研修が指摘事項としてあがっていましたが、その点は、今後ど

のように確認をしていかれるのか。その辺りを教えていただきたいと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 はい。まず、１点目のご質問につきまして、認知症対応型通所介護は、現在、非常に利

用者さんが少なくて苦戦をしているところで、現在、単独型と共用型がございますが、単

独型は委員がおっしゃるとおり苦戦をしているところです。共用型について、利用率・稼

働率がどうなっているかというところなのですが、数字の方は、把握できておりません。

ただ、廃止をしたいという話はあまり聞かないものですから、それなりに稼動していると

感じているところです。 

 「特別養護老人ホームれんげそう」ですが、まず、人員体制については、社会福祉法人

菜花会としては、初めてやられる介護事業所になりますが、代表者が別の有限会社をお持

ちで、そちらの方で地域密着型サービスをいくつか展開されているところです。半分の人

員につきましては、その有限会社の方から経験者を特別養護老人ホームへ持ってきて、残
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りの半分につきましては新たに採用していくと聞いております。今後、新たに採用される

方の研修計画等がきちんとされているかどうか、その点は随時チェックして参りたいと思

っております。 

 また、「デイサービスふくれみの樹」は単独型の地域密着型通所介護になります。 

  

（Ｂ委員） 

 共用型の認知症対応型通所介護ですが、３ページのパンフレットの文言の中に、共用

部分を利用するため介護保険の自己負担額が他の認知症デイサービスの約半分で利用で

きます、とうたわれていますが、実際に本当なのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 お答えいたします。単独型の認知症デイサービスより共用型の認知症デイサービスの方

が、ここに書かれているとおり約半分くらいの利用料金になります。それは、介護報酬の

設定となっています。 

 

（Ｂ委員） 

 実際にイメージするとして、普通の人は 1日いくらぐらい費用がかかるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 単独型の認知症デイサービスで、所要時間が５時間以上７時間未満、要介護３の方で、

１，０５０単位となっておりますので、単純に言いますと１万円超、自己負担が１割の方

は千円ぐらいになります。共用型の同じ条件ですと、４７０単位となっておりますので、

単純に計算しますと自己負担額４７０円となります。 

 また、３ページのパンフレットの数字と違うのは、いまは基本料金をお伝えしたためで

す。 

 

（Ｂ委員） 

 その値段でも、人員配置が十分できるようになっているのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 運営中のグループホームの中に、職員として１人多く配置するだけで基準を満たす人員

基準となっております。このため、介護報酬の単価も低くなっており、利用料も安くなっ

ています。 

 

（議長） 

 苦戦している単独型の認知症デイは、共用型に移行できればやっていけると言うことだ

と思いますが、そういったところはあまりないということですか。 
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（事務局：鈴木介護保険係長） 

 共用型は、どこと共用できるかというのが基準で決まっておりまして、特別養護老人ホ

ームが１つ、今回のグループホームも１つなのですが、定員がかなり低く抑えられており

まして、今回のグループホームに関しましても１ユニット３人までとなっております。今

回のグループホームみそのは２ユニットございますから、全部でも６人までしか受け入れ

てはいけないという基準になっておりますので、いまの併設型が移行するということは難

しいのかなと感じております。 

 

（Ａ委員） 

 確かに自己負担が半額でできるのでしょうけど、これをパンフレットに書いていいもの

かというのは少し悩んでしまいますが。 

 

（Ｃ委員） 

 共用型に、送迎でデイを使われる方が半分でできるということでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 一般的な単独型の認知症デイサービスというのが、定員２０人等であるわけですが、今

回のものは、グループホームの中に１ユニット３人だけをお迎えして援助していく、とい

うものです。単独型の認知症デイサービスというものは、看護師であったり、生活相談員

であったりを配置しないといけないので、かなりの高額になるのは当たり前ということで、

このグループホームの場合は、たとえば、１ユニット９人のところに職員が５人いました。

基準が５人いないといけないところ、６人にするだけで３人受け入れられますということ

なので、単価は安いということです。 

 

（Ｃ委員） 

 現行の設備、現行の人員の許容範囲の中でできるということですね。 

れんげそうの宿直者の件、気になったのですが、その点はいかがでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 申請時に出てくる勤務表は名前が入っていないものだろうと思われますし、入っていた

としても仮の名前ということもあると思いますので、開設段階でどういう風に初日に行わ

れるかを注視していただきたいというお願いです。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 現状で申しますと、いま提出されている指定申請書で、新しく雇う方を含めて、人員基

準は満たしております。その他、まだ選考中の方が何名かおりまして、人員基準から手厚

くしないと運営が回らないものですから、そういった方たちはまだ、仮となっています。 
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（Ａ委員） 

 既存のサービスから半分移って来るということであるならば、既存のサービスが減員し

ていないかということに気をつけないといけないところかなと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 委員のご意見を参考にさせていただきまして、注視していきたいと思います。 

 

（議長） 

 では、新規指定の関係は、よろしかったでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 それでは、議題２へ移りたいと思いますが、地域密着型サービスの②です。「地域密着

型サービス事業所の指定更新について」、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 はい、引き続き説明させていただきます。 

 先ほどは、新規の指定でございましたが、今回は、その指定の効力が６年になっており

ますので、本議案は、その指定の更新になります。 

１件目、１８ページになります。これにつきましては、既に更新の満了日である１１月

３０日を過ぎておりますが、平成２７年度第１回の協議会で議決された議案である「指定

更新に伴う協議方法について」に基づき、平成２８年１１月１日付けで、委員各位に事前

のご報告をさせていただき、ご意見をうかがった案件でございます。本協議会では、事後

協議となることをご承知おきください。なお、事前のご報告に基づくご意見やご質問があ

りませんでしたことを、ご報告させていただきます。 

この案件でございますが、株式会社赤坂台介護サービスが運営する「小規模多機能マイ

ホーム喜ら里」です。事業所の位置は赤坂町北平山、指定を受けているサービス種類は、

小規模多機能型居宅介護及び介護予防の同サービスになります。お手元Ａ３横の「参考資

料」の左面をご覧ください。（３）自宅で利用したり、通って利用したりするサービスに

なります、④小規模多機能型居宅介護と書かれているところです。右面の④をご覧いただ

きますと、登録定員が２９名以下で「「通い」を中心に、利用者の状態や希望、家庭の事

情に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせた柔軟な対応を行うサービス」となり

ます。 

資料１８ページにお戻りください。現に受けている指定の有効期間満了日が平成２８年

１１月３０日となっており、９月２３日付けで指定更新の申請書が提出されました。市と

しましては、９月３０日に介護保険法に基づく実地指導を行い、一部軽微な指摘事項があ

ったものの、概ね良好な運営が図られているものと認められたため、有効期間平成３４年

１１月３０日までの指定について、平成２８年１１月３０日付けで指定更新を行いました。 
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 なお、実地指導時の主な指摘事項としては、１８ページの下部から１９ページにありま

すとおり、「登録者が通いサービスを利用していない日には、可能な限り、訪問サービス

の提供、電話連絡による見守り等を行う等、登録者の居宅における生活を支えるために適

切なサービスを提供するよう努めること」等がございました。 

なお、１９ページに指定人員基準の事業所情報、２０ページに当該事業所のパンフレッ

トを掲載しておりますので、参考にご覧ください。 

続きまして２件目です。２１ページをご覧ください。 

有限会社光堂が運営する「デイサービスうらら さくら荘」です。事業所の位置は御油

町美世賜で、指定を受けているサービス種類は、地域密着型通所介護サービスになります。

先ほどご説明いたしましたが、定員１８名以下の小規模なデイサービスになります。 

現に受けている指定の有効期間満了日は平成２９年３月１４日であり、平成２７年１１

月１２日、当時は県の所管でありましたが、愛知県へ更新申請書が提出されました。市と

しては、今年度、指定更新を迎える地域密着型通所介護事業所は、昨年度の１１月に県に

対し指定更新申請書を提出しており、今回の６年間の有効期限内に県が実地指導を行って

いれば、現場の確認を行い、指定更新を行うこととしていましたが、本事業所につきまし

ては、過去６年間、県による実地指導が一度も行われていなかったことから、１１月８日

に、市が介護保険法に基づく実地指導を行いました。実地指導の結果としまして、一部軽

微な指摘事項があったものの、概ね良好な運営が図られているものと認められるため、有

効期間平成３５年３月１４日までの指定について、平成２９年３月１４日付けで更新指定

を行う予定です。 

なお、実地指導時の主な指摘事項としては、２１ページの下部「研修、特に高齢者虐待

防止に関する研修の充実を図ること」等がございました。 

なお、２２ページに指定人員基準の事業所情報、２３ページに当該事業所のパンフレッ

トを掲載していますので、参考にご覧ください。 

以上です。 

 

（議長） 

はい。２件、指定更新がございました。 

 

（Ｄ委員） 

 「デイサービスうらら さくら荘」の指摘事項で「研修（特に高齢者虐待防止に関する

研修）の充実を図ること。」とありますが、こちらの指摘の根拠となるものが何かあった

のかを教えてください。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 どういった研修が行われているかを確認させていただきましたが、研修の実施記録はあ

ったのですが、研修の計画が立てられておらず、その都度、研修があれば参加するかたち

でやられておりましたので、できましたら職員毎に計画を立ててやっていただきたいとい

う指摘になります。その中でも、行われていた研修を確認したところ、高齢者虐待防止に
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関する研修がなかったものですから、是非、今後は体系的に研修の中に位置付けていただ

きたいといった指摘になっております。 

 

（Ｄ委員） 

 わかりました。 

 

（議長） 

 研修については、必ず高齢者虐待防止についてチェックするということになっているの

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 どこの事業所の実地指導に行かせていただいても、職員研修がどのようにやられている

かチェックをさせていただいております。中でも、高齢者虐待防止、特にこういったサー

ビスですと、介護職員による施設内虐待だとか、虐待の中には身体拘束といったことも含

まれており、これについては市としても指導していくポイントとして捉えていますので、

全事業所に対してチェックはさせていただいております。 

 

（議長） 

 わかりました。 

 

（Ｅ委員） 

 ２２ページのデイサービスのことで聞きたいのですけれども、人員配置の「基準」があ

って、「事業所情報」の欄に基準どおり配置されているという意味で書いてあると思うの

ですが、実際はパートとか兼務とかいろいろな人がいて、実人員がどうなっているのか、

この表だけではわからないのですが、実地指導というのは年に１回とか人員の配置につい

ても行われるのでしょうか。 

 それと、もう１つ、この会議の議題に沿わないかもしれませんが、福祉施設や介護施設

の人員不足で、求人広告を毎日のように見るわけなのですが、そういう中で、設置主体だ

けに任せられて、それが責任であると言うことなのか、国・県・市等の行政がなんらかの

支援をするような制度になっているのか、そういう方向性があるのかないのかをお聞きし

ます。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 １点目についてお答えさせていただきます。 

 実地指導については、先ほど指定の有効期間が６年と説明をさせていただきましたが、

豊川市としては３年に１回は行いたい、そのように考えております。有効期限が切れる時

と中間年度に、１回ずつ実地指導するというかたちです。その都度、人員の確認や雇用契

約書の確認、資格が必要な配置については資格証の写しの確認をしているところです。 
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（事務局：高橋介護高齢課長） 

 ２点目の人員不足の関係になりますが、これは国の方でも人材確保対策ということで、

国の補助金等を計上しているところです。ただ、実際、豊川市としては、具体的なことに

ついては、まだ実施していないというところであります。今後は、先ほど議長の方からお

話もありましたが、介護保険については、広域連合の方で平成３０年度から保険者が統合

されてやっていくということで、その中でも人材育成につきましては重点的なポイントと

してやっていこうと考えておりますので、その中でも対応していければと思っております。 

 以上です。 

 

（Ｆ委員） 

 人員の点ですが、３年に１回確認するということですが、定期的に年に１回文書による

報告等、他の地域ではどうでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 まず、実地指導としまして、個別の実地指導と集団の実地指導がございます。 

個別の実地指導は、先ほどご説明させていただきましたとおり３年に１回というかたち

でやっております。集団の実地指導、集団講習会と呼んでおりますが、毎年、全地域密着

型事業者にお声がけさせていただきまして、市役所の方で、例えば制度改正のことや気を

付けて欲しいことについて、指導をさせていただいております。ただ、委員のおっしゃる

とおり人員まではみておりませんので、指導の方法として、毎年、人員配置の表を提出し

ていただく等を検討してまいりたいと思います。 

 

（議長） 

 これは、法的な裏づけは、特にないのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 特に、実地指導を何年に１回やらなければならないということもございませんし、人員

基準を毎年報告しなければならないといったこともございません。ただ、各事業所が作ら

なければならない運営規程というものがございまして、その中で人員が何名いるかを書か

なければならない決まりになっております。その部分が変更になりますと、変更届出をだ

してもらうことになっておりますので、その中でチェックができるといったところもござ

います。 

 

（Ｃ委員） 

 書面上の人員が問題なければ良いのか、勤務時間の裏づけまでとるのでしょうか。また、

場合によっては不足しているようなケースもあるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 実地指導で人員を確認する時に、タイムカードと付け合せて、本当に勤務されてるかの
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確認をしています。人員が基準より足りなかったりしますと、介護報酬の返還等の指導の

対象になってきますので、その辺りのチェックは行っています。 

 

（Ａ委員） 

 運営規程の変更に関しては、指定権者が県の場合は、運営規程の変更があっても１年に

１度、６月期なら６月期に、全部改めて勤務表を添えて提出しなさい、といった指導があ

ったように思います。１人職員が入れ替わっただけで、全部出しなさいということになる

と大変な回数になってしまいます。離職率が２０％と言われていますので、１０人の職員

がいると、２人は１年間に辞めていくということになるので、それが３０人や５０人の施

設ですと、1 人入れ替わる毎に、毎回提出することになると、かなり厳しいかと思います。

ただ、そこをごまかして介護報酬を不正請求している事業所が指摘されて指導を受けてい

るので、事業所も気をつけていかなければならないと思っていますが、もし、おやりにな

るのであれば、１年に１度、集団指導にあわせて提出してもらう等、考えていただいても

構わないかと思います。 

 

（議長） 

 そういう機会に名簿だけでも提出してもらうことに抵抗はありますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 ありません。 

むしろ事業所に手間がかかってしまうことになりますが、人員基準は、しっかりみない

といけないところでありますので、ご意見を参考にして検討してまいりたいと思います。 

 

（Ｇ委員） 

 １つの意見ですが、現場の課題は人材確保をいかにするかということです。どこの福祉

施設でも人材確保に苦労しています。もう１つは、確保している職員の質です。数が揃っ

ていればよいというわけではなく、きちんとしたサービスをしなければなりません。残念

なことに、神奈川で悲しい事件がございました。行政機関、あるいは第三者側で、運営指

導監査のレベルをあげるといったことが、今後の課題であろうと思っています。 

行政機関としては、これだけ福祉施設の数が増えたので、１年に１度やります、とか２

年に１度やります、ということは、とても大変なことで、すぐには実行できないであろう

と思いますが、きちんとした指導監査、金銭的、人的な管理運営がきちんとできているか、

人が人をサービスする職場ですから、毅然とした態度で指導監査をしていただければよい

と思います。 

私どもも、最近、老人福祉施設のことで不審者が入ってきた際の研修を行いました。 

それから、虐待がなぜ起こるのかといったことを具体的に職員や施設長が勉強するとい

う機会を愛知県老福協で始めました。 

なかなか大変でしょうけれども、こういったことをやっていかないと、どうしても金銭

的な運営的なトラブルがでたり、あるいは人事管理でトラブルがでたりします。お預かり
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するお年寄りが安心安全に暮らしていただくことが大事なことですので、現在の課題とし

て、人材確保や人材の質の向上、不審者をいかに防御するか、いかに安心安全に暮らして

いただくかといったことを現場の声としてお届けしたいと思っています。 

 

（Ａ委員） 

 自分自身の施設を各事業者が、きちんと人員基準を守っていくのは最低基準だと思い

ます。いま人員不足だといっても法で決められた定員を割っているようなところは、ほ

とんどないと思います。法の基準は、最低限でして、それだけでは仕事が回っていかな

いレベルの基準なので、プラスアルファの人員を必ず抱えています。もし、１人辞めて

も基準を割る前に採用ができているというのが現実だろうと思います。国自身も定住外

国人向けの初任者研修の講座であったり、失業者に対する実務者研修の講座であった

り、そういった援助を行っていてくれて、そこから採用をしている現状があります。 

色んなかたちで、他の事業所では、自分の事業所の中で夜間に初任者研修の講座を開

いてそこから採用する、といった努力も各事業体は行っていますので、そういったもの

がもっとかたちになっていけば、単独の事業所で講座を開いていても、そこで勉強した

人たちが、地域の事業所で働けるようなオープンなかたちになればいいなと思ったりし

ております。 

 

（Ｂ委員） 

 実際は、サービスが十分に行き届いているかどうかだと思います。それが、一番わか

っているのは利用者だと思います。利用者の方で、意思表示ができない人もいますか

ら、家族やケアマネジャー等に聞いてみるのがよいのではないかと思います。現状の満

足度を聞いて、足りない部分をみつけだした方がよいのではと思います。すべて事務的

にやっても見抜けないところもあると思うので、窓口等はあると思いますが、それを広

げてもよいのかなと思います。 

 

（議長） 

 以前、委員から利用者の苦情のもっていきどころがない、直接事業所に言ったら施設か

ら出されてしまうといった心配があるといった発言がありましたが、相談窓口等は、どち

らになるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 窓口としましては、豊川市役所介護高齢課、名古屋にあります国保連合会、市内にあり

ます高齢者相談センターになります。おっしゃられるとおり、利用者さんの苦情は言いに

くいものだと承知はしておりますので、例えば１件潰しても、その裏には何件もあるのか

なといった意識をもって対応はさせていただいております。 

 

（議長） 

 そういったものを資料として重ねておいて、そういう施設に対して具体的な実地指導に
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入るといったことは、いまのところはないのですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 市の所管する地域密着型サービスでは、そういったことはございませんが、県の所管

する大規模なデイサービスやショートステイ等では苦情を度々いただいて、県に報告を

して県と一緒に実地指導、例えば前日に通知したり、当日の抜き打ち実地指導だったり

といったかたちで行っています。 

 

（Ｈ委員） 

 私も気になっていたのですが、実際に面倒を見られた方は、施設に直接言うと出ていっ

てください、と言われると困るということでしたが、市には相談窓口がなくて、県に相談

してください、ということでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 市にもあります。市の介護高齢課もそうですし、名古屋にあります国保連合会、この２

つの窓口の電話番号は、利用者さんと契約するときにお渡しする重要事項説明書に、必ず

書かなくてはならないことになっております。 

 

（Ｈ委員） 

 行政の監査というのは、どのぐらいの頻度で行っているのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 豊川市内の社会福祉法人については、東三河広域連合で監査指導を行っている状況です。

株式会社等につきましては、所在する市町村で指導するというかたちになります。東三河

広域連合は全体をみて、市では株式会社等の事業所を監査指導しているかたちになります。 

 

（Ｉ委員） 

 指定更新のときに、利用者の意見を聞くといったことは行っているのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 実地指導や指定更新のときには、そこまで行っておりません。ただ、地域密着型サービ

スの中でも限定されるのですが、グループホームとかですと外部の評価機関から評価を受

けなさい、というのがございます。その中では利用者アンケートをとりなさいですとか、

評価機関が利用者さんの感想を聞くといった場面はございます。また、外部評価の結果は

市へ報告義務がありますので、それでチェックをさせていただいております。 

 

（Ｉ委員） 

 指摘事項の中に、利用者の声が入ってきていないので、マイナスの意見やプラスの意見

ものってくると事業が分かりやすいなと思いました。 
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 ありがとうございました。 

 

（Ｃ委員） 

 運営推進会議を開かなければならないというのは、どういったことでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 地域密着型サービスの基準の中に、運営推進会議を開きなさいという基準がございま

す。この運営推進会議は、地元の町内会長さんですとか、民生委員さんですとか、外部

の知見を有する方ですとか、色んな方を集めて会議を開いて事業所の行っていること等

を報告してアドバイスをいただいてください、ということが基準で義務付けられている

ところです。４月から地域密着型サービスとなりました小規模なデイサービスは年に２

回、いままで地域密着型サービスでありましたグループホームや小規模多機能型居宅介

護等は年に６回、基準で義務付けられています。 

 

（Ｃ委員） 

 その基準が守られて、きちんと行っているかということは確認しているのでしょう

か。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 実地指導時に、運営推進会議の議事録等をチェックしております。また、会議の出席

メンバーに高齢者相談センターの職員もはいっておりますので、半分、公的な機関のチ

ェックも入っているところです。 

 

（議長） 

 県から市へ移管した際に、そんなにたくさんの運営推進会議に連区長さんが出席でき

るのか、また、高齢者相談センターの職員が毎回出席できるのか、といったことが提起

されましたが、いまのところ問題になってはいないのでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 実際、地域の連区の方とかは、非常にたくさんの会議に出席されるかたちになったと

思っています。私どもの事業所も、年６回行うところが２つ、年２回行うところが１つ

ありますので、それぞれの地域で出席していただいています。ただ、連区長さんが全て

出席しなければならないわけではなく、地域の代表として連区の役員さんがどなたか出

席していただける、連区の方が無理であれば、老人クラブの方に出席していただける、

といったかたちで代替になっていますので、ある程度手分けして出席していただいてい

るかなと思います。 

ただ、高齢者相談センターがこれからは大変になるだろうなと思っていますが、皆さ

んで手分けして、いまのところはやっていただいているように思っています。 
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（議長） 

 高齢者相談センターの方は、大丈夫でしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 いまのところ、そういったことは聞いていない状況です。 

 

（議長） 

 では、指定更新についてはよろしいでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 それでは、議題(1)の③「地域密着型サービス事業所の他市町村新規指定に係る同意

について」、 ④「地域密着型サービス事業所の他市町村指定更新に係る同意につい

て」、⑤「地域密着型サービス事業所の廃止について」は、報告事項になります。 

続けて事務局より報告をお願いします。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 はい、引き続き介護高齢課の鈴木が説明させていただいます。 

 それでは、議題(1)の③、④、⑤を続けて報告させていただきます。 

資料２４ページをご覧ください。地域密着型サービス事業所の他市町村新規指定に係る同

意についてです。制度が複雑なところもございますが、本年度の第１回会議でも同様の案

件がございましたが、ご承知いただいていますとおり、地域密着型サービスは、原則、そ

の事業所があるところの市民しか利用できないサービスとなっています。よって、今年４

月から地域密着型サービスに移行した定員１８名以下の小規模デイサービスは、それまで

はどこの市民でも利用できていたものが、４月から原則的に、豊川市民しか利用できない

こととなりました。しかしながら、地域密着型サービスに移行した部分は、要介護１から

５の認定の方の利用に係る介護の指定の部分のみになりまして、要支援１、２の認定の方

の利用に係る指定の部分、いわゆる介護予防の指定は、愛知県指定のままという制度にな

っています。 

今回の対象の方につきましては、要支援認定を受けている豊橋市の方が、豊川市の小規

模デイサービスを利用しておりました。それは、愛知県指定の介護予防の部分を利用して

いたということになります。その方が、今年の７月に有効期間満了に伴う介護認定の更新

の認定を受けたところ、要支援認定から要介護認定となりました。 

そうすると、いま利用している、今回の案件の「デイサービスセンター まゆ」は小規

模デイサービスですので、介護の指定の部分は地域密着型となり、豊橋市の方は利用がで

きなくなってしまう制度となっています。 

こういうときにどうするかと言いますと、豊橋市が、この豊川市の「デイサービスセン

ターまゆ」の介護に係る部分を指定することによって、豊橋市の方も利用できるようにな
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るのですが、その前に、事業所のある豊川市の同意を受けなければならないと介護保険法

で定められております。 

ただし、繰り返しとなりますが、基本的に地域密着型サービスは、住み慣れた地域での

生活を継続できるようにするためにある制度ですので、豊川市が他市町村にある事業所の

指定をしたり、今回のように、他市町村から指定したいと伝えられたりしても、原則、同

意はしないこととしております。 

しかしながら、今回の件につきましては、制度改正に伴う件でもあり、かつ、制度に沿

って利用者さんが事業所を変更すると、例えば認知症の方の場合、混乱したり不穏になら

れたりすることも考えられます。また、例外として、こういう場合は他市町村から指定し

たいと協議があったときには同意しますという基準を、以前、本運営協議会にお諮りした

上で定めておりまして、その基準のうちのひとつである、「定員に余裕がある場合は同意

します。」という基準によって、同意を８月２日に行いましたという案件になります。 

ただし、先ほども申し上げましたとおり、例外の規定となりますので、豊橋市が行う指

定も、豊川市が行う同意も、「その方に限って」行うものとなります。 

以上が２４ページの説明となります。 

議題を続けて説明いたします。 

２５ページをご覧ください。地域密着型サービス事業所の他市町村指定更新に係る同意

についてです。こちらも小規模デイサービスになります。本案件は、平成２８年４月以前

から、要介護認定を受けている豊橋市の方が、４月に地域密着型サービスになっても、経

過措置によって豊川市の小規模デイサービスを利用し続けてまいりました。しかしながら、

事業所の方が６年間の指定有効期限を迎えたため、引き続き市外の方であっても、この事

業所のサービスを利用するのにあたって、豊橋市から更新申請の協議依頼があったため、

同意したものとなります。事業所名は「さくらんぼデイサービス」となり、平成２８年９

月３０日の有効期限でありましたので、９月８日付けで同意をいたしました。 

続けて説明いたします。 

資料２６ページをご覧ください。地域密着型サービス事業所の廃止についてです。これ

も小規模なデイサービス、地域密着型通所介護事業所の案件となります。また、廃止の届

出手続きですが、介護保険法第７８条の５第２項の規定により、廃止の１か月前まで届け

出ることとなっていますのでご承知おきください。 

有限会社光堂が御油町欠下で運営していました、「デイサービスうらら花の歌」です。

本法人は、先ほど指定更新の案件でご協議いただいたところで、２１ページから２３ペー

ジに掲載した法人になります。２３ページにパンフレットがございますが、この法人は、

御油町地内でいくつかデイサービスを運営しておりまして、２３ページのパンフレットよ

り、すでに本事業所は名前が抜かれております。 

資料２６ページにお戻りください。本事業所は、７月１日より「施設の老朽化で安全が

確保できなくなり、改修が必要なため」という理由で、休止中となっていましたが、この

たび廃止の届出が平成２８年１０月３１日付けで提出され、１２月１日付けで廃止となり

ました。廃止の理由としましては、「老朽化により施設の改修工事が必要となるが、貸主

様からの改修の許可が得られず、賃貸契約が継続できなくなった」ということで、現にサ
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ービスを受けていた者に対する措置としましては、７月１日付けで休止する際に、すでに、

この法人が運営する他のデイサービスに移っていただき、６月には移行が完了したとのこ

とでした。 

以上です。 

 

（議長） 

３件の報告であります。ただいまの事務局の説明について、ご意見・ご質問等があれば、

順次ご発言をお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 ２１ページと２６ページで代表者名が異なりますが、社長が交代したのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 そのとおりです。 

 

（Ｃ委員） 

 ２３ページに介護保険外のサービスで宿泊ができるとありますが、介護保険外のサービ

スについては、この協議会の議題となるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 法律上の話になってしまいますが、本協議会の議題ではなくなってしまいます。 

 こういうものをお泊まりデイサービスというのですが、介護保険外でもお泊まりデイサ

ービスを行うデイサービスは届出なさいという基準が、平成２７年４月１日にできました

ので、これに基づく届出はいただいているところです。 

 

（Ｃ委員） 

 実地指導では、現場をみているのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 現場の確認は届出に基づいて行っているのですが、あくまでも実地指導は、介護保険法

に基づいて行うものになりますので、介護保険法外になりますとできないことになります。 

 

（議長） 

 それでは、議題(1)の①から⑤ですが、いったんここで切りたいと思います。何か言い

残したことがありましたらお願いいたします。 

 

【委員一同意見なし】 
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（議長） 

それでは、続きまして、議題(1)の⑥「地域密着型サービス事業所整備事業者の公募に

ついて」ですが、本議題につきましては、平成２８年度地域密着型サービスの整備事業者

を選定する案件ですので、公平な選定とするにあたり、協議内容を非公開として、資料に

ついては、協議後に回収することとしてよろしいでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

では、異議なしと認め、本議題は非公開とします。 

それでは事務局から説明をお願いします。 

 

次第２ (1) 地域密着型サービスについて ⑥地域密着型サービス事業所整備事業者

の公募について（協議） 

【非公開】 

 

（議長） 

 それでは、議題(2)の「その他」についてですが、事務局から何かありましたらお願い

いたします。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

当日資料としてお配りしました「平成２９年度からの地域包括支援センター出張所（ブ

ランチ）設置について」をご覧ください。なお、資料での表記は地域包括支援センターと

なっていますが、呼称である「高齢者相談センター」は継続していきます。こちらは、市

長の政策ビジョンにも掲げられた「高齢者の相談窓口の充実」ということで実施すること

を考えております。 

具体的には、市内の４つの日常生活圏域に、現在は１箇所ずつ地域包括支援センターを

資料の丸印に設置しております。相談窓口の充実を図るため、センターを補完する相談窓

口出張所として、資料の三角印に、来年度５箇所、設置する予定をしております。なお、

日常生活圏域については、このままということになります。 

設置場所につきましては、東部地域包括支援センターの豊川出張所が、現在の東部地域

福祉センターへ、南部包括の小坂井出張所が小坂井支所へ、北部包括の代田出張所が市営

諏訪西住宅へ、西部包括の音羽出張所が音羽福祉保健センター、御津出張所が御津福祉保

健センターへ、それぞれ設置を予定しております。 

 市内での相談窓口を４箇所から９箇所に増やすことで、相談や支援を必要とする高齢者

の増に対応していくとともに、地域の安心につなげていきたいと考えております。なお、

出張所の開設時期につきましては、平成２９年４月の早い時期を予定しております。この

ように進めてまいりたいと考えておりますので、この場でご報告させていただきます。 

以上です。 
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（議長） 

 圏域ごとの高齢化率の話題がでましたが、資料によれば現行の４圏域に関していいます

と、東部の２５．４％、南部が２６．６％、西部が２６．３％、北部圏域がやや高齢化率

が低いですが２１．８％ということです。 

 

（Ｈ委員） 

 豊川市全体の高齢化率は、どのぐらいでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 ２５％です。 

 

（Ｅ委員） 

 出張所をつくるということは、職員の配置は増員になるのでしょうか。それとも、いま

の包括の方から振り分けられるということでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 出張所には、嘱託職員を増員することを考えています。あと、コミュニティソーシャル

ワーカーさんを取り込んで、あわせて配置していくようなかたちを考えています。 

 

（議長） 

 包括の人員配置は変わらずに、出張所に新しく人員を配置するということでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 包括にも人員の増員を考えています。出張所にも同じく、正規職員１名、嘱託職員１名

を置くことをベースとして考えております。 

 

（Ｄ委員） 

 この出張所ができることによって、窓口が広くなるということで高齢者にとっては相談

しやすくなると思いますが、その後、例えば要支援１・２をいただいた場合は、ケースを

担当していただくのは出張所の職員又は包括の職員のどちらになるのでしょうか。また、

どのような業務分担となるのでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 現在、その部分については調整をしております。当然、出張所についてもそういった役

割をもっていただくことを考えておりますが、本体である高齢者相談センターと連携をす

るなかで、共同で対応していくことも考えております。 

 

（Ｄ委員） 

 要支援１・２を受けた人が、たまたま出張所でケアマネジャーさんがいる人もあるし、
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高齢者相談センターでケアマネジャーさんがいる人もあるということで、利用者にとって、

それぞれということでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 実際の対応になってきますと、そういう場合がでてくることもあるかと思います。 

 

（Ｄ委員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

（Ａ委員） 

 コミュニティソーシャルワーカーさんまで包括職員として考えるということなのか、コ

ミュニティソーシャルワーカーの役割として配置するのかどちらでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 コミュニティソーシャルワーカーとしての役割で業務を行っていただくことを考えてい

ます。 

 

（議長） 

 中学校区単位で１つ相談先があるということになるかもしれませんが、例えば、東部圏

域で動いていたところが、東部中学校区という出先の方で対応するということになるのか、

あくまで東部圏域の中で動くということなのか、その辺りはどうなのでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 対応する件数にもよりますが、大元については、これまでの東部高齢者相談センターに

なりますが、身近な相談窓口ということで出張所を利用していくというかたちです。出張

所でまかなえない場合は、当然、うしろに東部高齢者相談センターが控えていて連携をし

ていくかたちをとる考えを現時点ではもっています。 

 

（議長） 

 最初の受付けは、地元の出張所又は高齢者相談センターのどちらになるのでしょうか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 最初の受付けはどちらでも対応していきます。ケースの内容で、緊急を要するものであ

るとか重大な事例である場合は、高齢者相談センターが深く関わって対応していくことを

考えています。 

 

（議長） 

 近いところに出張所がほしいという声が多かったということでしょうか。 
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（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 市内には４箇所の高齢者相談センターがありますが、まずは高齢者相談センターを知っ

ていただきたいということがあります。ただ、知っていただいても高齢者相談センターが

遠い方もみえますので、ある程度身近なところにあると高齢者の方も安心であるとか、身

近なところにある分、こちらの対応もしやすくなるということがありますので、そういう

部分を考慮して配置を考えております。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 私どもとしましては、地域の方々の手助けをしていかなければいけないというなかで、

地域生活支援という話があります。これを実現するにあたって、一番よい方法として国が

考えているのが、地域生活支援をコーディネートする職員を付けていこうということであ

ります。これについての豊川市の考えとして、高齢者相談センターでは対応する範囲が広

すぎるため、できれば中学校区にそれぞれ分配していきたいという考え方です。中学校区

に１つ高齢者相談センターもしくは出張所があれば、そこから職員が出向いていくことが

できる、あわせて介護保険の要支援１・２の方ですとか、その他の高齢者の方の相談窓口

が増えるということで、今回の考えに至ったものです。また、平成２９年度以降も総合事

業ということで介護保険事業も変わってくるものですから、これに対応していく準備とい

うことも考えております。 

 

（議長） 

 とにかく人を増やさなければならないということですね。分かりました。 

 

（Ｃ委員） 

 出張所として場所を固定せずに、市内の市民館等を期間的に利用する方がフレキシブル

で大勢の人が利用できるのではないでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 高齢者相談センターや出張所につきまして、豊川市は、お宅に出向いていくということ

を基本として考えています。場所を固定させて、来ていただける方は来ていただく、離れ

ている方や来られない方については、ご連絡をいただいて自宅に出向いていくという考え

方になります。 

 

（Ｅ委員） 

 現在の東部高齢者相談センターは、本宮の湯がある「いかまい館」に設置されています。

おっしゃられたように、相談に応じて職員が出向くということであれば、場所的にはよい

のですが、民生委員等のいろいろな会合のことを考えますと、一宮の旧庁舎の方が一宮の

真ん中あたりになりますので、可能かどうかは別として、合併前の旧庁舎を利用しての話

ですので、そのようなことも頭に入れていただいて、機会がありましたら検討をお願いし

たいと思います。 
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（Ｈ委員） 

 中学校区に１つというのはよいと思うのですが、中部中学校区の場合は、「ふれあいセ

ンター」までいかなければならないのですが、それよりも代田中学校区の方が足の便がよ

いということになった場合、校区を越えて相談窓口を活用させていただいてもよろしいの

でしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 問題ございません。 

 

（議長） 

 東三河広域連合に行って圏域のことで驚いたのですが、他の市では豊川市のように４圏

域で社会福祉協議会が運営しているというわけではないのですね。広域連合として一体化

した場合、圏域で動くという話になりますと、むしろ中学校区の方が現実的かなというイ

メージを持ちました。 

 事務局、報告ありがとうございました。 

 他に何かありますか。 

 

（司会） 

 １点だけ連絡事項です。 

平成２８年度第３回豊川市介護保険事業運営協議会の日程ですが、３月の後半の開催を

予定しております。詳細な日程につきましては、後日、お知らせしますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（議長） 

 それでは、これをもちまして、平成２８年度第２回豊川市介護保険事業運営協議会を終

了させていただきます。長時間にわたりご協力ありがとうございました。 

 


