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平成２９年度第３回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日  時：平成３０年３月２０日（火）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

場  所：委員会室（本庁舎３階） 

 

出席委員：大河一夫、大橋茂樹、平野義雄、鈴木学、白井勝、平田節雄 

河合鉄夫、鈴木彰、小山妙子、片山佳代子 各委員 

欠席委員：伊藤充宏、太田敏勝 各委員 

事 務 局：原田福祉部次長、高橋介護高齢課長、内藤介護高齢課主幹、 

長畑西部高齢者相談センター所長、岡本介護高齢課長補佐、 

近藤介護高齢課長補佐、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。ただ今から平成２９年度第３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、太田委員より欠席のご連絡をいただいています。また、都合により福祉

部長の伊藤も欠席となりますのでよろしくお願いします。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきます。次第、委員名簿、本協議会の要

綱、平成２９年度第３回と書かれた「資料」、Ａ３用紙三つ折りの「参考資料」を事前

にお配りさせていただきました。 

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。よろしかっ

たでしょうか。 

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） 

平成２９年度の豊川市介護保険事業運営協議会でありますが、私は中部福祉に参りまし

て、今年で１０年になるわけですが、来た時からこの委員会に参加することになりまして、

１０年経つのかと感慨も含めまして今日はこの会議に参りました。 

特に、地域密着型サービスというのは、私が参加したときにできた制度ですので、指定

とか更新とか廃止というような話が今日もテーマになっておりますが、感慨深いものがあ

りますが、もちろんそれ以外に高齢者相談センターの話もございますので、併せまして本

年度のまとめとしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（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、委員定数の半数以上の
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出席がございますので、運営協議会設置要綱第４条第２項により、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

会長である大河様にお願いし、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） 

それでは議題(1)の①「平成３０年度高齢者相談センターの事業運営について（協議）」、

②の「介護予防支援事業所の指定更新について（２件）（協議）」、事務局より続けて説明

をお願いします。 

 

（事務局：長畑西部高齢者相談センター所長） 

西部高齢者相談センター所長の長畑です。私からは、平成３０年度高齢者相談センター

の事業運営についてのご説明をさせていただきます。着座にて失礼します。 

資料の説明に入ります前に、高齢者相談センターの取組み状況全般について少しお話を

させていただきます。 

本年度、高齢者相談センターは、平成２９年４月より開始された介護予防・日常生活支

援総合事業への対応と市内５か所に新たに設置された出張所の運営、そして、生活支援体

制整備事業を新たに受託し、全ての高齢者相談センターと出張所に生活支援コーディネー

ターを配置するなど、大きな変革の１年となりました。 

平成３０年度は、本年度に引き続き高齢者相談センターと出張所が一体となって、地域

に出向き早期の相談支援に繋げられる取り組みを行うとともに、生活支援コーディネータ

ーとの連携を強化しながら、住民相互で支え合える仕組みや高齢者の居場所づくりを進め

て参りたいと考えています。また、保険者が東三河広域連合に統合されることから、こう

した点についても適切に対応しながら業務実施に努めて参りたいと思います。 

それでは、個々の事業内容等について資料に沿って説明いたします。資料の１ページ目

をお開きください。主に重点事項と前年度との変更点を中心にお話をさせていただきます

ので、よろしくお願いします。 

まず、「ア センター運営の基本視点について」でございますが、昨年同様に「地域に

出向き、顔の見える関係づくり」を基本視点として取り組んで参ります。冒頭に申し上げ

たとおり、地域の老人会、地区民児協、ふれあいサロン等に積極的に参加しながら、早期

の相談支援につながる取り組みを行うとともに、地域包括ケアシステムの構築に向け多職

種の皆様方との顔の見える関係づくりに努めて参ります。 

次に「イ 総合相談支援業務について」です。まず、「（a）相談窓口の周知について」

につきましては、先ほど申しましたとおり５カ所の出張所を新たに今年度設置しまして、
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まだまだ市民の皆様に浸透していると言える状態でもないかと思っております。来年度新

たに包括支援センターのパンフレットを新調いたしまして、５か所の出張所の内容と介護

予防・日常生活支援総合事業を盛り込んだ内容に改訂して啓発を図って参りたいと考えて

います。 

続いて、「（ｄ）支援困難ケースの対応について」では、高齢者相談センターにおきまし

ては非常に対応に苦慮するようなケースが多く持ち込まれておりまして、特に昨今、我々

が対応に苦慮しておりますのが、例えば８０代の認知症高齢者と５０代の精神障害をお持

ちの方が同居するケース等、高齢者相談センターだけでは対応の難しいケースが増えてき

ていることから、個別ケア会議等を開催しながら、多職種の皆様で協働しながら問題解決

に向けた支援を行えるよう取り組んでいきたいと思います。 

次に、２ページをご覧ください。「ウ 介護予防支援業務について」です。まずは「（ｂ）

一般高齢者に対する介護予防支援について」です。冒頭に申し上げたとおり、生活支援コ

ーディネーターとの連携を図りながら、高齢者ひとりひとりが、地域社会の中で居場所や

役割を持つことができるよう住民主体の地域活動への参加を呼びかけるとともに、介護予

防に効果的な運動等を紹介しながら、地域で自主的に介護予防に取り組めるよう支援して

いきます。 

続いて「（ｃ）要支援認定者及び事業対象者に対する介護予防支援について」は、これ

まで、介護サービスに偏りがちであった介護予防ケアマネジメントについて、生活支援コ

ーディネーターとの連携を図りながら、地域の社会資源や新たに設置された多様なサービ

スを積極的に活用します。高齢者の意欲を引き出しつつ、家庭や地域での役割や居場所づ

くりを行いながら自立支援を図っていければと考えます。 

次に、「エ 権利擁護業務について」ですが、こちらにつきましては、昨年度同様、各

種専門機関との連携を図りながら問題解決に取り組んでいきたいと考えています。特に、

平成３０年度は、ケアマネジャーや民生委員の皆様との連携を図りながら、早期発見・早

期対応に努めて参りたいと考えています。 

次に、「オ 包括的・継続的ケアマネジメント業務について」ですが、こちらにつきま

しても、昨年同様、ケアマネジャーや関係機関との連携を図りながら、地域における包括

的・継続的なケアを推進していきたいと考えています。 

次に、３ページをご覧ください。「カ 地域包括ケアシステムの推進について」です。

まずは、「（a）地域ケア会議の開催について」ですが、本年度、地域ケア会議のメンバー

に専門職だけでなく、地域福祉活動者である福祉委員を加えたことにより、より地域性を

踏まえた議論ができるようになってきていることから、平成３０年度は、更に掘り下げた

議論をすることにより、地域課題の抽出や施策化に向けた検討を行っていきたいと思いま

す。 

続いて「（ｂ）多職種協働研修会の開催について」は、圏域別の実施も２年が経過し、

徐々にではありますが、多職種の皆様の資質向上と顔の見える関係づくりの機会として定

着してきていることから、引き続き関係機関のご協力をいただきながら実施をして参りた

いと考えています。 

次に、「キ 認知症施策の推進について」ですが、昨年同様、認知症サポーター養成講
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座や認知症カフェとの連携を図りながら、子供から高齢者まで幅広い層を対象として、認

知症の方に対する理解促進を図って参ります。 

特に、「（ｃ）認知症初期集中支援チームとの連携について」は、平成３０年度、市にお

いて新たに設置される認知症初期集中チームとの連携を図りながら、これまで医療や介護

になかなか繋がらなかったケースや認知症状が強く出てしまったために対応に苦慮するケ

ースなどを中心に支援していきたいと考えています。 

次に、「ク 生活支援体制整備事業の実施について」です。 

まず、「（a）生活支援の担い手の養成について」では、介護・生活支援サポーター養成

講座や地域活動者フォーローアップ講座を開催しながら多様な生活支援に対応できる担い

手の養成に努めて参ります。 

続いて４ページをご覧ください。「（ｂ）高齢者の通いの場・居場所の創出について」で

す。高齢者の居場所として、ふれあいサロン活動等既存の地域の通いの場を充実させると

ともに、新たな通いの場や居場所の創出に向けた支援を行っていきます。その際、地域活

動者と話し合いながら、住民相互で助け合える仕組みづくりを進めていきます。 

最後に「（ｃ）地域の社会資源情報の把握・活用について」では、生活支援コーディネ

ーターを中心としながら、生活に役立つ地域の社会資源情報の把握に努めて参ります。ま

た、ふれあいサロンや老人会に出向き、住民と一緒になって生活に役立つ地域の社会資源、

我々、「宝」という表現をさせていただいておりますが、この「宝」探しを行いながら情

報を整理し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援します。 

平成３０年度高齢者相談センターの事業運営についての説明は以上でございます。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

それでは、議題２の(1)の②「介護予防支援事業所の指定更新について」、高齢者相談セ

ンターつながりということで、続けて介護高齢課鈴木が説明をさせていただきます。失礼

ですが、座って説明させていただきます。 

資料の５ページをご覧ください。サービス種類は２件とも「介護予防支援」になります。

介護予防支援の内容について簡単にご説明いたしますと、要支援１または要支援２の認定

を受けた方が、介護保険の給付に係る介護予防サービスを適切に利用できるよう、ケアプ

ランの作成や、サービス事業所との連絡・調整等を行うものとなります。これを市が指定

をしまして、高齢者相談センターに行ってもらっているというかたちになります。 

今回、介護予防支援事業所の指定更新は２件で、「社会福祉法人豊川市社会福祉協議会」

の運営する「豊川市南部地域包括支援センター」と「豊川市北部地域包括支援センター」

であり、豊川市では、それぞれ「南部高齢者相談センター」「北部高齢者相談センター」

の呼称で周知している事業所となります。 

豊川市南部地域包括支援センターの事業所の位置ですが山道町２丁目にあり、当該事業

所の一部として使用される事務所として豊川市南部地域包括支援センター小坂井出張所が

小坂井町大堀にございます。 

豊川市北部地域包括支援センターについては、平尾町親坂にあり、当該事業所の一部と

して使用される事務所として豊川市北部地域包括支援センター代田出張所が諏訪西町２丁
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目にございます。 

現に受けている指定の有効期間満了日は２件とも平成３０年３月３１日であり、１月１

９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、１月２６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るため、有効期間平成３６年３月３１日までの指定について、平

成３０年３月３１日付けで指定更新を行う予定です。 

なお、実地指導時の主な指摘事項としては、５ページの表の下の部分に記載のとおり、

「個人情報使用の同意は家族等からも文書で得ておくこと」「重要事項説明書と運営規程

の整合性を図ること」等がございました。 

６ページに指定更新事業所の人員基準、７ページから９ページに当該事業所のパンフレ

ット、つまり、高齢者相談センターのパンフレットになりますが、掲載をしていますので、

参考にご覧ください。以上です。 

 

（議長） 

内容が関係あるということで、高齢者相談センターの本年度の実施状況及び次年度に向

けた方向性と、高齢者相談センターの指定更新ということで併せて説明いただきましたの

で、これについてご審議いただきたいと思います。質問事項がありましたらよろしくお願

いします。 

 

（Ａ委員） 

 何点かあるのですが、まず、２ページのウの（ｃ）ですが、「要支援認定者及び事業対

象者に対する介護予防支援について」というところなのですが、豊川市は他の市町村と違

って要支援と要介護とをきっちりと分けて、要支援はすべて包括支援センター・高齢者相

談センターがケアプランを作るという形を採っているわけですが、当然、要支援の方が徐々

に体力が落ちたり、ＡＤＬが落ちたりすることによって要介護状態であろうと推測される

ような状況になることがあるわけですが、そのときに認定期間終了までずっと要支援で対

応していることがあるとの苦情を聞いたことがございます。 

事業者としても利用者としてもかなり不利になることだと思いますので、是非、適切な

要介護認定を速やかに行っていただきたい。例えば、本当は要介護２の方を要支援の単価

でみているのは事業者にとって非常に不利なわけです。同時に要支援の方の範囲の限度額

でサービスを限定される利用者にとっても不利なことだろうと思いますので、適切な要介

護認定・変更申請をお願いしたいと思っていることが一つあります。 

それから、今年度の改正で、平成３０年度から地域ケア会議において、また一つ要項が

増えて、生活援助の訪問回数が多いケアプランについて、地域ケア会議で検討して市町村

はそれに対して指導を行いなさいとうようなルールが出てきました。この各圏域２回の地

域ケア会議で本当に大丈夫なのかというように思うのと、どのようにそれをチェックして

高齢者相談センターが指導するのか、市が指導するのか、そういう体制作りを早急に行わ

なければならないのではないかと思っております。 

それと、４ページの「介護・生活支援サポーター養成講座の開催」はいままで介護高齢
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課がやっていたと思うのですが、これは包括へ移管するということでしょうか。以上です。 

 

（事務局：長畑西部高齢者相談センター所長） 

 それでは、私の方から質問の１点目についてお話をさせていただきたいと思います。Ａ

委員のご指摘で、ご本人様の状態が変化する中で適切に介護保険の区分変更申請をしてい

くことについてですが、私共としては意図的に要支援を引き伸ばそうというつもりはまず

ないかと思っております。 

ただ、ご本人様の状態あるいは利用するサービス等を鑑みる中で、タイミングを見てと

いうところの中で引き伸ばしてしまっているケースもあろうかと思っておりますので、Ａ

委員のご指摘のとおり、結局、介護量の違いというところでの手の掛かり具合ということ

も事業所においてはあろうかと思っておりますので、そのあたりについては考慮しながら

適切にご本人様の状態に合ったかたちで申請して参りたいとそのように考えております。 

 

（Ａ委員） 

 話は少し違うことになるかもしれませんが、やはり高齢者相談センターも要支援の件数

をたくさん持っていないと運営がし辛い部分があるので、離し難いところもあるだろうと

考えながらも、適切に利用者さんの要介護度に合わせたサービスを提供するべきかと。 

同じように行政でも、私共は特定施設ですが、変更申請に行くと「特定施設だから変更

する必要はないのではないですか。」というようなことを言われることがあるのですが、

適切なサービスを提供するには適切な単価をいただかなければ事業者としてやれないわけ

ですので、やはり必要があれば、変更申請をするのは当然なのであろうと思いますし、利

用者さんにとってもそれが利益なのだろうと思うので、その辺は少し、行政・高齢者相談

センター含めて意識を高めていただけるとありがたいと思っております。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 ２点目のご意見については、給付適正化の範疇となる制度改正の部分ですが、給付適正

化事業は広域連合が今後やっていきます。いまだ広域連合からどのように市町村のケア会

議でケアプランチェックをお願いしてくるかといったことが見えていませんので、来年度

に広域連合と調整しながら体制を作っていくものと思われます。 

 

（Ａ委員） 

 サービス付き高齢者向け住宅や特に無届有料老人ホームにおいて、そういうケアプラン

を作っていることが多く、それを強要されていることも多い、そのことに対して行政とい

うよりも、今度は保険者が指導しなさいということなのだろうと思うのですけど、できる

だけ早く取り掛かっていただけるとありがたいと思っております。 

 

（事務局：近藤介護高齢課長補佐） 

 ３点目の「介護・生活支援サポーター養成講座」についてですが、今、委員がおっしゃ

ったとおり平成２９年度までは介護高齢課で実施をしておりましたけど、平成３０年度か
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らは生活支援体制整備事業としまして包括支援センターに委託をしまして実施していく予

定でおりますので、今後ともご協力よろしくお願いします。 

 

（Ｂ委員） 

 １ページ目の（ｄ）にあたるまではいかないかもしれませんが、「高齢者の引きこもり」

ですが、例えば、旦那さんを亡くされて奥様１人だけになってしまったとか、子供や孫が

訪ねてくる以外に付き合いがなく、地域に出てこないような人をどうしていったらいいの

かといった相談は、どのような課がいいのかお尋ねしたいと思います。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 介護高齢課長の高橋でございます。いつもお世話になっております。１人暮らしの高齢

者の方で、近くにご家族等がいなく遠く離れているような方なのですが、豊川市におきま

しては、６５歳以上、メインは７０歳以上の１人暮らし高齢者の方につきましては、民生

委員・児童委員さんを通じまして毎年調査をしながら、そのようなご家庭を回っていただ

いております。回りきる前に介護高齢課に町内の方や近くの方から「１人暮らしの高齢者

がいるのだけれども、見てくれないか。」等の話も介護高齢課にきます。その場合ですと、

介護高齢課や高齢者相談センターの地区担当職員が訪問して確認するようなかたちで支援

をしております。基本的には１人暮らし高齢者の方の対応は介護高齢課になりますので、

老人クラブ等の活動の中でもそのような方がお見えになれば情報をいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

（Ｂ委員） 

 私たちが、誘いに行っても玄関さえ開けてくれずに、「うちはそういうのはいいです。」

と言って入れてもくれないような状況であったりして、こういう方こそ私たちの中に入っ

てきていろいろ活動されると世間が広がって、鬱のような状態から脱していけるのではな

いかと思います。 

 

（議長） 

 介護予防支援事業所の指定更新に関しましてもよろしいでしょうか。 

 ご意見がないようですので、本件について事務局の説明のとおりでよろしかったでしょ

うか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 では、２番目のテーマに移りたいと思います。議題(2)の①「地域密着型サービス事業

所の新規指定について（２件）（協議）」、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） 
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 はい、議題(2)の①の「地域密着型サービス事業所の新規指定について」、介護高齢課の

鈴木が説明します。 

今回、新規の指定は２件あり、昨年度に行いました、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」に係る案件で、平成２８年度１２

月の第２回の協議会にてご協議いただき、選定しました事業所となります。今年度工事が

行われ、このたび新規に開設する運びになります。 

それでは、１件目です。１０ページをご覧ください。株式会社赤坂台介護サービスより

申請のありました「グループホームはぎ喜ら里」です。 

事業所の位置は萩町井ノ口で、新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類は、

認知症対応型共同生活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。サービスの種類は、（５）生活の場

を自宅から移して利用するサービスの⑤になり、右面の⑤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入居者に入浴・食事など日常生活上の世話や機能訓練を共同

生活の中で行う施設とあり、いわゆる高齢者のグループホームと言われるものになります。 

資料１０ページへお戻りください。 

開設予定日は平成３０年４月１日で、１月２５日付で新規指定の申請がありました。設

備基準と、めくっていただいて１１ページにあります人員基準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、３月９日に現地確認を行い、設備基準を満たしていることの確認も行っていま

す。 

１２ページに当該事業所のパンフレット、１３ページに位置図、１４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。 

続きまして２件目です。１５ページをご覧ください。株式会社セキ・ライフサービスよ

り申請のありました「グループホーム みやじの森・風」です。事業所の位置は小田渕町

７丁目で、新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類は、１件目と同様で、認知

症対応型共同生活介護及び介護予防の同サービスになります。 

開設予定日は平成３０年３月２６日で、１月２６日付で新規指定の申請がありました。

設備基準、１６ページにあります人員基準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、３月９日

に現地確認を行い、設備基準を満たしていることの確認も行っています。 

ページをおめくりいただいて、１７ページと１８ページに当該事業所のパンフレット、

１９ページに位置図、２０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） 

 これに関しましては、地域密着型の指定の審議の中で提案され、可決された２つの事業

所の開設に関わる案件です。協議したときと変わっているところというのは特にないとい

うことでよろしいですね。 

 ご意見等ありましたらお願いします。 
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【委員一同意見なし】 

 

（議長） 

 皆さん何か気がついたところがありましたら後ほどご指摘ください。 

 続きまして、議題(2)の②「地域密着型サービス事業所の指定更新について（２件）（協

議）」、③の「地域密着型サービス事業所の廃止について（３件）（報告）」、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、引き続き介護高齢課の鈴木がご説明いたします。それでは、議題２の(2)の②「地

域密着型サービス事業所の指定更新について」、③の「地域密着型サービス事業所の廃止

について」、続けてご説明いたします。 

今回、指定更新は２件ございます。２１ページをご覧ください。 

１件目は、「医療法人憲成会」より申請のありました「ふるさとの家」です。事業所の

位置は豊川西町にあり、サービス種類は「地域密着型通所介護」になります。 

お手元のＡ３横の「参考資料」の左面の表をご覧ください。（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。右面の表

の⑨をご覧ください。サービスの概要は「食事や入浴など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など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。資料２１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は平成３０年４月３０日であり、１月１６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１月２４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

のと認められるため、有効期間平成３６年４月３０日までの指定について、平成３０年３

月３１日付けで指定更新を行う予定です。 

なお、実地指導時の主な指摘事項としては２１ページの表の下にありますとおり、「相

談室については、遮へい物の設置等により相談内容が漏えいしないように配慮すること。」、

「契約書及び重要事項説明書について、記載内容を適切に改め、提出すること。」等がご

ざいました。 

２２ページに指定更新事業所の人員基準、２３ページと２４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。 

続きまして２件目です。２５ページをご覧ください。「社会福祉法人十全会」が運営い

たします「地域密着型特別養護老人ホームさながわ」です。事業所の位置は金屋元町二丁

目で、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。 

お手元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
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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・排泄などの日常生活の

介護や健康管理を行う施設」で、定員２９名以下の小規模な特別養護老人ホームになりま

す。基本的に要介護３以上の方のみが利用できるものになります。資料２５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は平成３０年４月１６日となっており、２月６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２月１３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

ものと認められるため、有効期間平成３６年４月１６日までの指定について、平成３０年

３月３１日付けで指定更新を行う予定です。 

なお、実地指導時の指摘事項としましては、２５ページの表の下にありますとおり、「運

営推進会議について、運営基準に定められた開催間隔を大幅に過ぎているので、遅くとも

平成３０年２月２８日までに１回、３月３１日までに１回開催し、速やかに開催記録を提

出すること。」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表に一部誤りが認められたため、

適切に改め、１２月分及び１月分を再提出すること。」等がございました。 

めくっていただいて２７ページに指定更新事業所の人員基準、２８ページと２９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。指定更新につい

ては以上です。 

引き続き、③の「地域密着型サービス事業所の廃止について」、ご報告いたします。 

今回、廃止の報告は３件で、１件目と２件目は小規模なデイサービスである地域密着型通

所介護事業所、３件目が認知症対応型通所介護と介護予防の同サービスとなります。 

なお、廃止の届出手続きについてですが、介護保険法第７８条の５第２項の規定により、

廃止１か月前までに届け出ることとなっていますのでご承知おきください。 

それでは１件目です。３０ページをご覧ください。「有限会社エムツーワン」が小坂井

町西浦で運営していました、「レッツ倶楽部 豊川小坂井」です。 

このたび、廃止の届出が平成２９年１２月２２日付けで提出され、平成３０年１月３１

日付けで廃止となりました。廃止の理由としましては、「事業所の運営を継続すること及

び人員基準を満たすことが困難となったため」ということで、現にサービスを受けていた

者に対する措置としましては、同種の他事業所を案内する等の支援を行うことで対応済と

のことでした。 

続きまして２件目です。３１ページをご覧ください。「有限会社高良」が新豊町一丁目

で運営していました「デイサービス心ゆたか」です。このたび廃止の届出が平成３０年２

月２７日付けで提出され、３月３１日付けで廃止となります。廃止の理由としましては、

「法人内の事業見直しのため」ということです。同法人は、新豊町地内で別の小規模なデ

イサービス等を運営しておりまして、このため法人内で事業内容を見直した結果、事業の

採算などの経営的な判断により当該事業所を廃止する運びとなったとのことです。現にサ

ービスを受けていた者に対する措置としましては、同一法人の運営する他事業所の利用や

同種の他事業所を案内する等の支援を行うことで対応済とのことでした。 

続きまして３件目です。３２ページをご覧ください。 
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「社会福祉法人寿宝会」が御津町赤根山田で運営していました「デイサービスセンター

一晃」です。当該事業所は、この会議でも色々ご意見をいただいておりました認知症対応

型通所介護、いわゆる認知デイになります。 

このたび、廃止の届出が平成３０年２月５日付けで提出され、平成３０年３月３１日付

けで廃止となります。廃止の理由としましては、「利用者の確保が困難であるため」とい

うことです。 

平成１３年４月１日より事業を運営していましたが、新規利用者が確保できないという

ことで平成１８年８月１日から平成２７年３月３１日まで事業を休止していました。そし

て、本会議での皆様のご意見等を踏まえ、市からも再開のお願いをしたところ、平成２７

年４月１日より事業運営を再開していただきました。週に日曜日だけの１日の営業を行っ

ていましたが、利用者が５，６名で需要が少なく今後も利用者さんの増加が見込まれない

ため、このたび事業を廃止する運びとなったとのことです。現にサービスを受けていた者

に対する措置としましては、同種の他事業所を案内する等の支援を行うことで対応すると

のことでした。以上です。 

 

（議長） 

 まず、指定更新の方ですが、よろしいでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 ３２ページの寿宝会の認知症対応型通所介、廃止はやむなしとは思いますが、造る時に

受けた補助金等はこういうときにどうなるのかということ教えていただきたい。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 「デイサービスセンター一晃」なのですが、特別養護老人ホームの中にデイサービスを

造っております。特別養護老人ホームの建物には当時、県からの補助金が入っておりまし

た。先ほどのグループホームの案件も補助金を支出して建設していますが、補助金は１０

年経って同種の用途に変更するのであれば、変更の手続きのみで返還の義務は生じないと

いうことになっております。 

 ですから、今回の「デイサービスセンター一晃」は特別養護老人ホームの中にあったデ

イサービスをたとえば特養の相談室にするとか、スタッフルームにするということは同種

の用途変更に認められるため返還はしなくてよいということになっております。 

 

（Ｃ委員） 

 辞める場合は、始める場合と同様にきちんとしたチェックはされていますか。何人くら

いの職員が現地に行って確認されているのか。書類についてもチェックされているのか。

また、マニュアルのようなものがありますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 廃止の場合については、特に現場確認は行っておりません。ただ、提出していただく廃
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止届の書類に現に利用している方の名簿をつけていただいて、この方のケアマネジャーは

誰であるとか、今後の行き先はどこになるかということを書いてもらい、また、基準に基

づいて書類等５年間の保存期限があるものですから、５年間は破棄しないことを誓約しま

すという誓約書を提出していただいております。 

 

（Ｄ委員） 

 「デイサービスセンター一晃」はいつからいつまで休止していましたか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 開始したのは平成１３年になります。平成１８年４月になると地域密着型サービスとい

うカテゴリーが出来まして、そこから４か月くらい後にお客さんが集まらないということ

で休止しました。それから平成２７年３月３１日まで９年間くらいに渡り休止していまし

たが、本協議会で皆様からのご意見もいただきましたので市としても再開をお願いしたと

ころ、平成２７年４月から再開してくれたのですが、やはり通常のデイサービスより単価

が高い等の理由によりお客様が集まらないということで廃止の決断に至ったとのことです。 

 

（議長） 

 認知症デイサービスの問題が以前から話題になっているわけですが、どんどん減ってい

くという話ですね。それで困らないということでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 認知症デイサービスの廃止が続いていますが、説明させていただきたいのが、Ａ３横の

参考資料をご覧ください。右側の③に今回話題の認知症対応型通所介護というのがあって、

その右側に（１）単独型・併設型、（２）共用型の２つの営業形態がございます。 

今回話題となっているのは（１）併設型ということで、「特別養護老人ホームなどに併

設され、デイサービス単体でのサービスが提供されるもの」です。これは建物が同じ特別

養護老人ホーム中でも、例えばパーテーション等で区切って管理者、生活相談員、介護職

員等を独自で人員を置かなければならないものとなっております。 

それに対しまして（２）共用型と呼ばれるものは、「⑤のグループホームなどの入居者

と一体的にサービスが提供されるもの」とありまして、グループホームのサービスと一緒

の場所で一緒になってサービスを提供するものとなっておりまして、職員を１人増やすだ

けで営業ができるものとなっております。 

 共用型の方が手間隙が少ないものですから、その分報酬単価も安くなっております。単

価が安いということは利用者さんの利用料も安いということなので、こちらの方にお客さ

んがシフトしているところです。 

 調べたところ、地域密着型サービスが始まった平成１８年４月１日に豊川市には単独型

が１つ、併設型が５つ、共用型が０の認知症対応型デイサービスがありました。それが平

成３０年４月１日時点で単独型が０、併設型が３、共用型が７事業所あります。 

 ということで、今後も共用型の方にシフトしていくのではないかと考えているところで
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ございます。 

 

（議長） 

 単独型はないということですが、市民は特に困ることはないということでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 キャパシティという意味合いでは共用型が増えていますので、困らないかと思っており

ます。 

 

（Ｅ委員） 

 廃止する理由で「人員基準を満たすことが困難となったため。」とありますが、職員が

いないから辞めるということですよね。職員を養成するのが難しいということではなくて、

条件が厳しいから集まらないということでしょうか。職員が養成されないようでは困りま

すので、そういうところは問題ないのかということです。社会的な意識が低いのであれば、

お金で解決すればいいのですが、それでは困りますので。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 この事業所については、全体的に介護職員の人材不足ということで、募集を掛けても集

まらなかったというようなことは聞いております。 

 

（Ｅ委員） 

 他に募集しているところはチラシ等で見ますが、そういったところはある程度充足され

ていると思いますが、そういったところで引き抜きみたいな問題が起こっているのかもし

れないという気はします。職員が充足している環境にしなければならないと思います。 

 

（Ａ委員） 

 デイサービスを行うには、管理者と生活相談員、看護職員、介護職員ということで、常

勤が最低でも１名で、それ以外はパートさんでもいいということになっています。こうい

った基準をクリアしないと運営していけなく、その人件費を払えるだけの利用者さんが集

まらないと自ずと業務を縮小せざるを得ないといった状況が最近は増えているのではない

かと思っております。 

 日曜日も私共はやっていますが、利用者さんが集まらないということころもありますし、

職員もなかなか集まらないというところもございます。そんなところが現状でございます。

是非、たくさん介護職員が養成されればと思いますし、大河先生の学校から送り出してい

ただければありがたいと思っております。 

 

（議長） 

 ちなみに、この４月から介護福祉士のコースに進む人は現在９名しかいません。次に出

る２年生は今のところ１４名となっており、非常に厳しい状況です。 
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 チラシや広告で職員募集が出ている訳ですが、そういったもので人が集まっているかと

いうと、集まっていないからチラシが出ている訳です。広告を出しても出しても集まって

いなく、本当に人材不足です。 

 

（Ｂ委員） 

 新設等の資料を見ていると、介護職員処遇改善加算というのがありましたので、なんだ

ろうと思ってインターネットで調べたところ、要は介護職員の待遇改善に繋がるようなも

のなのですね。こういうことで、どのくらいよくなっていくか分からないですが、ニュー

ス等の報道では待遇が悪くてとても生活していけなく、子供が産まれても困るから転職す

るというニュースが頭に引っかかっていて、この加算はある程度期待はできるものですか。 

 

（議長） 

 期待はできると思いますが、人が集まらないものですから。 

 生徒募集をするときに、学校周りをしていて、２０２０年までに介護職員が現在の看護

師と同じくらいの給与になるという政府の施策を盛んに言って生徒募集をやっていますが、

現在、端的に言うと、介護福祉士の月収が２０万円、看護師が２８万円くらいなので、あ

と３年くらいで毎年３万円くらい上がっていくのかなという話なのですが、毎年、介護福

祉士には１万円とか２万円とかいう数字が出ていますが、実際、施設の方で分配するもの

ですから介護福祉士にそのままいっていないところもあります。 

ただ、今から始まっているものはかなりチェックが厳しいものですから、そのまま介護

福祉士に回るお金と考えて、２８万円くらいになるのではないかと言っていますが、現実

はどうなるか営業している方に聞かないと分かりませんが。 

 

（Ａ委員） 

 平成２４年度改正で介護職員処遇改善加算というものが出来てきまして、最初は１万円

くらいで、その後、１万５，０００円くらいで、今は平均的に皆に割り振れば、２万５，

０００円くらいは以前と比べると高くなっているのではないかと思います。これは、介護

職員処遇改善加算Ⅰという一番レベルの高いものを取るには、毎月の給与も上げなければ

ならないし、基本給も上げなければならない、それから、いろんな福利厚生もちゃんとや

らなければいけないというようなことが基本になっています。そういったものを労働基準

監督署に出してから行政に申請をするような形になっています。 

 来年１０月に消費税が２％上がるのと同時に、介護職で１０年以上の介護福祉士につい

て１人１０万円相当の金額を各事業所に加算として支払うと言っていますが、これは誰に

分配してもいいと、看護師にも分配してもいいという状況ですので、単純に介護職員とし

て１０年経った介護福祉士が１０万円上がるということではないと了解しております。た

だ、期待はしています。 

 

（Ｆ委員） 

 さっきの認知症専用デイサービスの件で、単独型がなくなっていて共用型になっていく
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と、単独型は定員１２名、共用型は定員３名であると、単独型が減って共用型が増えてい

っても減った分が足りなくなってしまうのではないかと計算できるのですが、その辺りは

大丈夫なのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 先ほど、キャパシティとしては利用者さんに影響はないと申し上げましたのは、実利用

人数を見ると、併設型であっても３，４人の利用であったため、共用型の定員３名になっ

ても影響ないという意味合いでお伝えしました。 

 

（Ｆ委員） 

 キャパシティはいっぱいあるのですね。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 現在、共用型は７事業所ありますが、利用率が高いという話しを伺ったことはありませ

んので、キャパシティはあるものと考えています。 

 

（Ｆ委員） 

 認知症としてはこれから増えていくと思われますので、その内いっぱいになってしまう

可能性もありますよね。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 それはあり得ると思います。 

 

（Ｇ委員） 

 新聞で介護事業所での虐待記事を見ますが、チェック機能はありますか。新規事業所等

は審議していますが、現在進行形の介護施設に対して、新聞等では熱湯を掛けたりとか介

護職員から虐待を受けたりとかの報道がありますが、月何回かチェックする等はあるので

しょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 虐待防止で私共がチェックしているのは、事業所で虐待防止マニュアルが整備されてい

るかとか、虐待防止に関する研修を年に何回やっているか等のチェックになります。 

 また、私共が特に重視しているのは、身体拘束の虐待になります。身体拘束は基本的に

は禁止ですが、やむを得ない場合は他職種協働でカンファレンスをして、いつまでに拘束

を解除するのを目標にして、家族の同意を取って等の手続きをきちんと守られているかと

いったチェックは行っています。 

 

（議長） 

 以前、Ｈ委員の発言で施設の対応についてお話があった記憶がありますが。 
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（Ｈ委員） 

 施設にあまり言うと、施設から出されてしまうだとか虐待される心配はありました。 

 

（Ｉ委員） 

 地域密着型というのは、住み慣れた町で住み慣れた介護施設を利用するものであると思

っていますが、４月からは東三河広域連合に住民票のある方は、例えば豊川市の人でも東

栄町の地域密着型に申し込むこともできることになるということは、東三河の人で入所し

たい人がいろいろな地域密着型に申込みに行って倍率が高くなるのではないかと心配もあ

ります。 

 地域密着型という趣旨があるので、地元の人が優先されるのか、または、入所に関して

は、行政はタッチせずに施設の判断になるのかどうなのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 今までは、豊川市にある地域密着型サービス事業所は豊川市民しか利用できませんでし

た。しかしながら、４月１日より東三河広域連合として東三河８市町村がひとつの介護保

険者になるということで、先ほどの例えにありましたとおり豊根村の方が豊川市のグルー

プホームに入居もできますし、逆に豊川市民が蒲郡の地域密着型特養に入ることも可能に

なります。 

 その点については、特に地元は何名であるとか、そういったものを設ける予定はないと

聞いております。表現に語弊があるかもしれませんが、豊根村から渥美半島の先までが住

み慣れた地域であるというような考え方になります。 

 

（議長） 

 そんな広域で考えているのでしょうか。隣町とかの周辺というイメージであったと思い

ますが。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 介護保険事業計画を作っていく中で、入所施設は定員がいっぱいに近い状態にあるもの

ですから、大規模な特別養護老人ホームと同じように待っていただく状況にあると思いま

す。申込み等は言われるように８市町村の区域内であればできないということではないで

すから、特に入所施設についてはそのような状況になろうかと思います。 

 入所施設以外の地域密着型事業所については、たとえば地域密着型デイサービスや小規

模多機能型居宅介護は登録された方で、更に送迎等もありますので、やはりあまり遠いと

ころに送迎するのは難しくなると思います。市境、町境で近いところにお迎えに行くこと

は可能であろうかと思います。 

 

（議長） 

 Ｈ委員さん何か発言ございますか。 
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（Ｈ委員） 

 母を介護しているときに、近所の介護をされている方の紹介で介護者交流会等を５年間

くらい利用していたのですが、やっぱり自分独りではないというのがよく分かりましたし、

友達もできて、いろいろな話もできて、すごくいい点があったので介護者交流会はお勧め

します。 

 それと、身体介助の講習会も何回か利用させていただいたのですが、母を診るときにも

自分の体の負担がすごく軽くなって、こうすれば楽にできるということがよく分かりまし

たので、そういったものもできれば続けていただきたいと思います。 

 

（議長） 

 そういった意見を集めた上で、老人センターや地域密着型関係はやっているということ

ですか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 広域連合になっていきますが、これまでも各事業所で自分たちの施設を使って独自で講

習会等をやられているところもありますし、広域連合においても、例えば初任者の方の研

修だとか、また、高齢者の方が自分で介護をしていく知識を得るための研修だとか、そう

いうものも今後も引き続きやって参ります。 

 なかなかたくさんの人に対してというのは難しいかもしれませんが、できるだけ続けて

いけるように、進めていきたいと思っておりますので、機会がありましたら参加いただけ

ればと思います。 

 

（Ｉ委員） 

 先ほど発言にありましたが、いくら誘いに行ってもなかなか出てこられない方が多いと

のことでしたので、これから社会福祉協議会の方がいろいろな養成講座であったり、高齢

者の繋がりであったりをやっていただけると思いますが、もう少し若いうちから地域に目

を向けるとか、声を掛け合うとかの地域の繋がりの啓発みたいなものを介護高齢課でも、

市全体でもやっていただけると嬉しいな思います。 

 

（Ｃ委員） 

 私は、今年、町内会の役員をやったり、校区の役員をやったり、連区の役員をやりまし

て、新たに感じたことは町内会とお年寄りの関わりです。お年寄りが町内会に入っていな

いと、いろいろなお年寄りへの情報も入ってこないし、その家庭のお年寄りのことが地域

に分かってこないわけです。今後、町内会とお年寄りのルートを繋ぐいい方法はないかと

思います。 

 なるべくお年寄りを青空の下に引き出す、友だちと会ってお話をする機会を今後何らか

のかたちで、すべて市職員がなんとかするということではなく、地域も考えていかなけれ

ばならないし、市と地域がスクラムを組んでお年寄りをどうするのか考えていけば、健康
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で明るいお年寄りが長生きできる社会が造られていくのではないかと思いました。 

 

（Ａ委員） 

 そういった引きこもりの方について、どのように援助していくかというのは我々介護事

業者も考えなければならないのでしょうけど、やはり介護保険に頼ってしまう部分がござ

います。 

 やはり、そうなりますと高齢者相談センターにお願いするしかないだろうと思っていて、

そのためにＣＳＷが地域に配置されたのだろうと思いますので、コミュニティソーシャル

ワーカーとしての力を発揮していただいて、なんらかの行事なり、コミュニティなりを作

り上げていただけるとありがたいと思っております。 

 

（議長） 

 市のやっていることの中で、なにが可能かというお話がありました。いろいろ問題があ

りますけど、今あるものをなんとかうまく活かしていくしかありませんので、また、よろ

しくお願いします。 

 本日の予定の議題は以上で終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 この会は最後になりますので、感想をお聞かせいただきたいと思います。 

 

【委員一同感想発表】 

 

（議長） 

 事務局からお願いします。 

 

（事務局：原田福祉部次長） 

 福祉部次長の原田でございます。 

 本協議会の事務局を代表しまして一言お礼を述べさせていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、今年度３回に渡り熱心にご議論いただ

き、ありがとうございました。おかげをもちましてスムーズな運営ができた事を大変感謝

申し上げます。 

 私が言うまでもなく、介護保険制度は少子高齢化が進む中、国民市民にとってなくては

ならない制度になってきたと思っております。今年４月からは東三河広域連合へ保険者が

統合という形になりますが、豊川市役所においても介護高齢課内に東三河広域連合豊川窓

口として従来どおり職員を配置してまいります。住民の方へご不便をかけないような仕組

みとなっております。 

 委員の皆様におかれましては、今後とも介護保険制度へのご理解とご協力を賜りますよ
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うお願いして、お礼のご挨拶とさせていただきます。１年間、どうもありがとうございま

した。 

 

（議長） 

 私のご挨拶よろしいでしょうか。１年ありがとうございました。 

 思い出すのは最初にこの会の中で、小規模多機能という地域密着型で話が出まして、実

際に出来上がったところを見学に行きました。「こういうものがこれから出来るのだなあ。」

という思いで見ました。その後、数か所の地域密着型の指定を受けた施設を見て回ったの

ですが、最初のような感激はあまりなかったのですが、本当にいい制度だと思いながら、

それに関わってこの会があるということで、やりがいといいますが、やるのは皆様になり

ますが、それを審議することもかなり面白いなと思いながら、だんだん難しくなってきま

して、難しい言葉ばかりが飛び交うようになって参りました。本当に皆さんと同じレベル

でありながら会の進行だけをやらせていただいていましたので、すぐに振ってしまったの

で申し訳なかったです。 

 ちょうどこのポストについた時が、介護保険の何期目になりますか、どんどん介護保険

制度が走りながら考えるというテーマでしたので、走ったらどんどん利用者が増えてしま

って、介護保険料がこんなものではやれないという、そんな段階に入ったものですから、

最初の設計段階では当然、介護職員の報酬も高いところにあったものですから、学生の応

募もすごくありました。特に静岡県のこちら側に学校がなかったものですから、８０名定

員のところを５０名くらい静岡県の方から来ていました。 

 ところが、介護保険の改定が進むにしたがって、その報酬が相対的に減っていくという

状況に中で、リーマンショックの前でしょうか、私が入った時から学生の定員が半分にな

ったというような苦しい状況の時に、たまたま今の学校にお世話になることになったもの

ですから、そんな中で、介護保険制度をなんとか維持することで、この会がずっともたれ

て参りました。 

 豊川市では２つの会を平行して関わってきまして、地域包括支援センターの考え方が私

の住んでいる豊橋市と違うものですから、その辺りの違和感を持ちながら、この会議では

皆さんのお話を聞いているという状況でありました。今度は広域連合ということで、更に

様子が分からなくなっていくという、こんな時期に今回を最後に介護保険関係の会議には

もう出ないということが、ほぼ決まっておりますので、この１０年を振り返ってみると今

思えば懐かしいと、訳も分からずよくこんなところに行ったなというような思いもしなが

ら、座っておりました。 

 別に居心地が悪い訳ではありませんが、皆様のご協力をいただきまして、なんとか会を

ここまでやってこられたということで、今は感謝の気持ちでいっぱいであります。 

 もちろん、これで会議が終わる訳ではありませんので、関連する会議が続いていくわけ

でありますけど、豊川市の介護高齢課の施策が市民にとって利用しやすいものになってい

くように期待しながら、この会のまとめのあいさつにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 
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（司会） 

 以上をもちまして、平成２９年度第３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。長時間に渡り、ご協力ありがとうございました。 


