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平成２９年度第１回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日  時：平成２９年７月１９日（水）午後１時３０分から午後３時１０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、平野義雄、鈴木学、太田敏勝、 

白井勝、平田節雄、河合鉄夫、鈴木彰、片山佳代子 各委員 

欠席委員：小山妙子 委員 

事 務 局：高橋介護高齢課長、内藤介護高齢課主幹、 

西田南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、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。 

ただ今から平成２９年度第１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。 

それでは、開会に先立ちまして、福祉部長の伊藤から、挨拶を申し上げます。 

 

（伊藤福祉部長） 

本日は、本年度第１回目の協議会ということで、開催します市を代表しましてお礼のご

挨拶を申し上げます。平素は、本市の高齢者福祉並びに介護保険事業に対しまして、様々

なご支援とご協力をいただいておりますことを、お礼申し上げます。また、介護保険事業

運営協議会委員ということで、議題に対してご審議をいただくことにつきまして、重ねて

お礼を申し上げます。 

さて、本年度の介護保険事業につきましては、第６期豊川市介護保険事業計画の３年目

ということで、地域包括ケアが盛り込まれる中で事業を進めております。特に今年度は高

齢者相談センターに５か所の出張所を加えたことと、総合事業が始まったということで、

地域の力を活用しながら地域の資源を掘り起こすということが言われておりますが、現実

には進みにくい部分もあるのかなと思います。また、来年度からは東三河広域連合という

ことで、東三河の８市町村で介護保険事業を共同で実施していくということで、事務の体

制等も変化するわけでありますが、引き続き地域でのサービスや高齢者相談センターの動

きについては、地元でしっかり見ていかなければならないと思います。そうした中で、本

協議会では高齢者相談センターに関すること、地域で生活していくうえで必要である地域

密着型サービスに関することについて、皆さまのご意見をいただきまして、より良いサー

ビスに努めていければと思っておりますので、大変貴重な時間をお借りしておりますが、

よろしくご協議いただきたいと思います。 
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以上、簡単ではありますが、私の挨拶に代えさせていただきます。本日は、よろしくお

願いいたします。 

 

（司会） 

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお配りさせていただきま

した資料でございますが、次第、協議会委員名簿、こちらは裏面が座席表になっておりま

す。豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱、平成２９年度第１回と書かれております「資

料」、Ａ３用紙三つ折りの「参考資料」となります。また、当日配布で東三河広域連合の

記念シンポジウム資料をお配りしています。 

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。 

次に、今年度の豊川市介護保険事業運営協議会委員の委嘱状につきまして、略式でござ

いますが、机の上にお配りさせていただきました。ご確認くださいますようお願いいたし

ます。 

続きまして、今年度、初めての協議会となりますので、委員の方々を委員名簿に沿って

ご紹介させていただきたいと思います。お名前をお呼びしましたらご起立いただき、一言

ご挨拶をお願いいたします。 

 

【各委員挨拶】 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

なお、小山委員におかれましては、本日、ご都合によりご欠席されておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

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、事務局職員の紹介ですが、お時間の都合もございますので、誠に恐縮です

が、お手元にある座席表に記載させていただいておりますので、そちらでご確認いただき

ますようお願いいたします。 

 

【事務局職員一同礼】 

 

（司会） 

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、要点筆記によりますものを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、会議を進めさせていただきます。「次第２」の「豊川市介護保険事業運営協
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議会について」をご説明いたします。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

介護高齢課長の高橋と申します。介護保険事業運営協議会の目的等につきまして、概要

をご説明いたします。 

資料につきましては、表題に「豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱」と書かれたＡ

４の資料とＡ３の参考資料を使いましてご説明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。 

豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱の１ページをご覧ください。目的及び所管事項

ということで、第１条及び第２条でございますが、豊川市介護保険事業運営協議会は、介

護保険事業を適切かつ効果的に行うため、一つ目に地域包括支援センターの公正･中立性

の確保、適正な運営を図ること、二つ目に地域密着型サービスの適正な運営を確保するこ

と、この２点の重要事項について審議することとしております。 

なお、地域包括支援センターにつきましては、平成２４年４月から「高齢者相談センタ

ー」という呼び名をつけまして、知名度の向上を図っているところです。また、平成２９

年４月より市内４か所の高齢者相談センターに５か所の出張所を加えまして、全部で９か

所の運営をしているところでございます。 

また、地域密着型サービスにつきましては、多くの種類があります介護保険サービスの

うち、豊川市が指定並びに指導監督等の権限を持つサービスになりまして、原則は、豊川

市にお住まいの介護認定を受けた被保険者のみが利用できるものとなっております。 

次に「参考資料」と書かれております、Ａ３の用紙をご覧ください。 

左ページは、介護保険の各種サービス一覧で、このうち、白丸の数字が地域密着型サー

ビスとなります。そのうち、下線が引かれているものが、豊川市に現存する、地域密着型

サービスとなります。 

地域密着型サービス以外のサービスにつきましては、愛知県が指定並びに指導監査等の

権限を持っているものになります。 

次に右ページをご覧ください。地域密着型サービスのサービス内容でございますが、豊

川市では、③の認知症対応型通所介護から、⑨の地域密着型通所介護のうち、⑥の地域密

着型特定施設入居者生活介護を除く６種類の地域密着型サービス事業者を指定しておりま

す。 

再度、要綱の１ページをご覧ください。 

組織ということで、第３条第２項でありますが、お手元の委員名簿にありますように、

それぞれ介護保険に関わりのある機関からのご推薦により、委員をお願いしているところ

でございます。会長職につきましては、第３条第３項で、「学識経験者をもって充てる。」

となっておりますので、中部福祉保育医療専門学校校長先生の大河様にお願いをしており

ます。 

次に、２ページをご覧ください。 

第５条の事務局ですが、事務局は福祉部介護高齢課内に置くこととしています。 

次に、４ページをご覧ください。こちらは、設置要領になります。 
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協議事項としまして、第３条第１項でありますが、資料を１枚おめくりいただきまして

７ページの別表第１をご覧ください。 

第１項から第７項までが地域包括支援センターに関する事項となります。１枚おめくり

いただきまして８ページ、第８項から第１３項までが地域密着型サービスに関する事項と

なります。左欄にそれぞれ「運営協議会に意見及び議決を求める事項」を記載しています。

また、中欄に介護保険法の中の定めを記載しております。 

では、７ページに戻っていただきまして、地域包括支援センターに関する主な協議事項

について説明させていただきます。第２項でございますが、介護保険法及び同法施行規則

では、「運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること」と定

められておりますので、ご協議をお願いするものでございます。 

次に、８ページをご覧いただいて、地域密着型サービス事業者等の指定を行う場合につ

きましても第１０項に定めておりますが、介護保険法では、「あらかじめ関係者の意見を

聞き、それを反映させなければならない」と定められておりますので、ご協議をお願いす

るものでございます。 

こうした法の規定に応える必要があることから、本協議会を設置させていただいており

まして、ご協議をいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（司会） 

それでは議事に入る前に、会長であります大河様から、一言ご挨拶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） 

梅雨明け宣言があったとニュースで知りました。梅雨明け宣言がいつでるのかというこ

とで少し話題になったことがありますが、最近は、あの日に梅雨明けがあったと思われる

という宣言でしたが、今年は本日梅雨明けがありましたという宣言でした。面白いなと思

ったのが、気象庁の関係者によると梅雨明け宣言は、もちろん梅雨が明けたということで

すが、どちらかというと暑くなるから高熱に注意しなさいという宣言だと言っていました。

今年は、関東もそうですが、この地方も本当に雨が降らなかったという感じがしています。

ひるがえってみますと、介護保険に関しましても、梅雨明け宣言と同じで介護保険法がで

きたということで、今後は、介護についての有効な手立てができてくると思ったわけであ

りますが、予想以上に利用者が増えてきまして、保険料が果てしなく上昇していくという

状況になっております。 

平成３０年度より東三河広域連合で介護保険の大枠について実施していきますが、市の

方でも地域包括支援に関すること等、まさに地元のことは地元でということで、こういっ

た協議会がもたれておりますので、適切なご助言をいただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 
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（司会） 

どうもありがとうございました。 

なお、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、当協議会の議長は会

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、「次第３」の議題（１）「平成２８年度高齢者相談センターの事業実績につい

て」、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 南部高齢者相談センター所長の西田と申します。失礼ですが座って説明させていただき

ます。 

平成２８年度高齢者相談センターの事業実績についてご報告いたします。 

お手元の平成２９年度第１回と書かれております資料の１ページをご覧ください。 

平成２８年度高齢者相談センターの事業実績について、１の日常生活圏域ごとの状況に

ついてですが、高齢者相談センターには、包括的支援事業を適切に実施するため、保健師、

社会福祉士、主任介護支援専門員、これに準ずるものを配置しています。表は平成２８年

度と２９年度の職員の配置状況です。本来４月１日現在の数字を示すところですが、欠員

があったため、欠員の補充がされた５月２０日時点としています。また、下の平成２９年

７月１日については直近の体制を示させていただいています。平成２９年度は５か所の出

張所が開設されたこと、生活支援体制整備事業を受託したことに伴い４６名の職員体制と

なっています。現在、４圏域の高齢者の人口は一番多い南部で１２，５４４人、少ない北

部が１０，６８０人と、いずれの圏域においても 1 万人を超えており、今年度の職員配置

により各センターの職員数がすべて１０名以上の体制となりました。高齢者相談センター

を運営するうえでの基本的な姿勢である「地域へ出向き、顔の見える関係づくり」の構築

が進められるように体制を整えています。 

次に、２の事業状況についてですが、高齢者相談センターは開設以来、豊川市社会福祉

協議会が受託し運営しております。平成２８年度は、市内を４つの圏域に分けて東西南北

４か所の高齢者相談センターを運営しました。事業につきましては、高齢者が要介護状態

になることを予防するとともに、要介護状態になった場合でも、住み慣れた地域で生活で

きるように支援を行っています。今後ますます他の職種との連携が求められる中、民生委

員や介護保険事業所等、高齢者支援に関わる方たちとの連携強化はもとより、在宅医療連

携推進センター及び在宅医療サポートセンターと協力し、医師会、歯科医師会、薬剤師会

との連携強化に取り組みました。平成２７年度に引き続き、県のモデル事業として「多職

種協働による地域包括ケアネットワーク構築」に向けた取り組みを行っています。また、

平成２９年度より始まる介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けて体制を整えると

共に周知に務めました。 

次に、高齢者相談センターの主な業務について平成２８年度の実績を報告します。資料
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１ページの一番下の表のとおりです。増減の数字や、実績数の多いものについて説明させ

ていただきます。「総合相談件数」について、「電話」、「訪問」が増加していますが、「来

所」については、高齢者相談センターの周知とともに来所者の人数は開設より増加傾向に

ありましたが、平成２８年度は減となっています。相談者の高齢化により来所の交通手段

の問題や、訪問相談を行う事が周知され、訪問を希望する相談者が増えたことが要因と考

えます。平成２９年度に５か所の出張所が設置されたことは、身近な相談窓口として、来

所しやすくなるとともに、増加する相談に対応するため、訪問の利便性の向上が図られる

ことが期待できます。電話の件数には電子連絡帳による連絡についても含まれます。相談

件数合計としましては４２，２８４件、前年に比べ５，１２４件、約１３．８％の増加と

なっています。昨年が１％の増加でしたので、大きく伸びています。総合相談の内訳です

が、２ページをご覧ください。「介護予防」について、２，４１８件の減少がありますが、

これは集計の見直しを行ったためです。表の中ほど「見守り・安否確認」は、５７９件の

増加があります。平成２８年度は孤立死・孤独死対策事業として健康保険、介護保険の未

利用者５８名の安否確認を行っています。サービス調整や、民生委員等による地域での見

守り、宅配給食等の民間のサービスを利用した見守り等、継続した訪問が行われています

が、独居高齢者等の増加により、安否確認として高齢者相談センターの職員が直接出向く

件数が増加しています。また、「支援困難事例・緊急対応」が１１３件増加していますが、

同様の理由によるものと考えます。「連絡調整」としまして、２４，１０６件の実績があ

りますが、これは介護保険関係事業者の他、他機関へのつなぎや調整になります。全体で

は合計４３，１９８件、前年に比べ２，８２０件、約７％の増加となっています。続いて

「代行申請件数」について、介護保険要介護認定の代行申請は１５２件増えています。対

象者の増加と高齢者相談センターの周知により、センターを利用して介護保険を申請する

ことが増えたためと考えます。「住宅改修」につきましては、申請としては１２件の減と

なっていますが、これは申請資格を持った事業所による申請が増えた結果で、豊川市全体

の住宅改修については介護保険制度の周知とともに増えています。「緊急通報システム」

「徘徊高齢者登録」については、認知症高齢者の増加やサポーター養成講座等による啓発

の結果、相談・申請件数ともに増えています。高齢者福祉等事業の代行申請は合計１，７

２０件、前年に比べ１５３件、約９．８％の増でした。「権利擁護相談件数」について、

合計２５１件で、９３件の増となっています。高齢者数の増加と専門分野との連携が進ん

だ結果として相談件数が増加したものと考えます。「サービス調整会議」について、まご

ころ給食等、市の実施する高齢者福祉事業に係るサービスの利用に関する調整会議です。

高齢者福祉等の代行申請の増加に伴い、それぞれ３３回の増となっています。「包括的・

継続的ケアマネジメント」は、合計５８６件、前年に比べ２３６件、６７．４％の増とな

っています。増えた要因は、関係機関との「ネットワーク構築」に向けて、顔の見える関

係を進めた結果、特に個別支援でケアマネ等からの相談が増えたためです。「予防給付プ

ラン作成件数」について、要支援１、又は２の認定を受けている被保険者が介護保険を利

用する場合に作成するプランの数です。全体では延べ１１，７００件の実績がありました。

平成２７年に比べ７２０件、６．６％の増がありました。昨年が５．４％、一昨年が２％

の増加でしたので、伸び率が上昇傾向にあると言えます。「二次予防事業対象高齢者介護
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予防プラン件数」について、平成２８年度は５２件のプランを作成しています。基本チェ

ックリストや介護保険の非該当の方を対象に介護予防プランを作成し運動機能の向上等を

図っています。平成２９年度より介護保険制度が介護予防・日常生活自立支援事業に移行

することに伴い、二次予防事業が一般介護予防事業に位置づけが変わることから、年度後

半の事業が無くなったため、作成件数としては減少しています。「地区活動支援」につい

て、介護予防教室、人材育成のため、民生委員児童委員協議会や各種地区活動への参加、

出前講座の実施等、昨年に比べ減となっています。各種事業やプラン作成件数が増えた結

果、介護予防教室等への参加が減ったものと思われます。グループホーム運営推進会議等

への出席については、地域密着型の施設が増えたことにより、昨年より３３回の増となっ

ています。「地域ケア会議等件数」について、平成２８年度は２５回の個別ケア会議と、

８回の地域ケア会議、２回の全体会議を開催しています。この会議を通して、地域課題の

検討や抽出を行っています。最後に「市外居住の本市被保険者に対する居宅介護支援事業

所への介護予防支援業務の委託状況」について説明します。要支援１又は２の認定を受け

た方の介護予防サービス計画は、介護保険法の規定により、豊川市では高齢者相談センタ

ーが作成することとなっていますが、豊川市から住所を移さずに他市町村の家族宅等に滞

在している方がみえます。このような場合、規定により、居宅介護支援事業者に委託する

ことができることになっているため、本市高齢者相談センターと、対象の方が実際に居住

している市町村の居宅介護支援事業者との間で契約を結び、委託を行ったものです。平成

２８年度の実績は、３件ありました。うち、西部高齢者相談センターの２件は要介護に移

行したため、現在も継続しているのは一番下の１件のみです。 

次に、４ページをご覧ください。Ａ３用紙のものです。平成２８年度高齢者相談センタ

ー活動事業についての報告です。表の左の事業名の１から４に挙げた業務を行っています。

右端の備考欄に記載のあるものとないものがありますが、数値等が明らかなものについて

のみ記載しておりますので、ご了承ください。１の相談については先に説明させていただ

きました事業状況のとおりです。２の予防について、二次予防事業対象者の把握に努める

とともに、講座形式の介護予防や個別相談支援を行っています。また、地域で開催される

「サロン」活動へ可能な限り参加いたしました。３の権利について、アウトリーチによる

相談対応を心掛け、関係機関との迅速な連携体制を整えるよう努めてまいりました。４の

連携について、地域で活動する地域福祉活動推進委員会や民生委員児童委員協議会等の事

業に出席をするとともに、医療や介護、その他高齢者を支援する複数の機関との顔の見え

る関係づくりに努めました。また、認知症サポーター養成講座については、例年同様の開

催に力を注ぎました。学校、事業所において６４０名、一般市民については１５１名、計

７９１名のサポーターを養成しました。今後とも市民の皆様への啓発を続けてまいりたい

と考えております。「高齢者相談センターの活動事業」につきましては以上です。 

最後になりますが、高齢者人口の増加、高齢化率の上昇に伴い、支援を必要とする高齢

者を取り巻く状況として、支援者が居ない、居ても支援が困難な事由のあるケースが増え

てきています。こういったケースの対応について、高齢者相談センターの職員が直接訪問

し支援することには限界があります。高齢者の介護予防の取り組みを進めるとともに、地

域での支援体制を構築していくことが急務であると認識しております。引き続き関係機関
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とのネットワークの構築、連携の強化に努めてまいります。地域の皆様の身近な相談窓口

として、今後も住民福祉の充実に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

（議長） 

ただ今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） 

 ３ページの「市外居住の本市被保険者に対する居宅介護支援事業所への介護予防支援業

務の委託状況」の一番下の方について、住所地特例対象の施設に入居しているのに住所を

移していないのが気になりました。どういった現状か教えていただきたいと思います。 

 もう１点、出張所に配置されています職員の方でコミュニティソーシャルワーカーを兼

務している方について、コミュニティソーシャルワーカーとしての活動事例について、教

えていただきたいと思います。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 １点目ですが、住所を移さない理由については、ご家族もはっきりと言われておりませ

んので明確な理由は把握できておりませんが、恐らくは自宅が本人名義となっているため、

住所を移したくない状況があったのではないかと思われます。このため、住所地特例対象

施設に入所していますが、住民票を移していないということで、住所地特例の対象になら

ずに、高齢者相談センターが居宅介護支援事業所に委託する形で支援をしています。 

 

（Ａ委員） 

 住所地特例対象施設に入所しているのにも関わらず住民票を移さなくても良いのでしょ

うか。この場合は、自宅の名義が本人で住所移転して施設に入所した場合、財産分与等の

問題が起こるということだと思いますが、こういった施設に入所した場合、住所が移って

も問題がないということが税法上にありますので、こういった相談があるのであれば、住

所を移動されるのが本来ではないのかなと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 委員のご質問やご意見のとおり、民法の規定では、生活の本拠を住所とするということ

が大原則でございます。ただ、このようなケースは結構ありまして、私ども事務を担当す

る者も困るケースが多々あるのですが、住所を移していない方に対して、移してください

というお願いは難しい状況です。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 ２点目の質問についてお答えします。コミュニティソーシャルワーカーを兼務している

職員の活動事例としましては、高齢者と障害のある方が同居されている世帯について、コ
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ミュニティソーシャルワーカーとしての地域での支援ですとか、個別ケア会議等に参加し

関係者との調整等があります。 

 

（Ｂ委員） 

 ２ページの権利擁護で、虐待の件数が６６件増えており、先ほどの説明の中では専門分

野との連携が取れるようになったので件数が増えているとのことでしたが、詳細が分から

なかったので補足説明をお願いしたいのと、関連して４ページで市へ虐待の報告が３５件

あったとありましたが、虐待をしてしまう背景には、支援者が存在しない場合であったり、

経済的なことであったり、介護サービスへ上手く繋がらない等の色々な問題があると思い

ますが、件数が増えてきている理由として、どんなことが感じられるか教えてください。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 虐待が増えてきているというよりは関係者の連携が整ってきたということで、相談が入

ってくるようになり、虐待が発見されやすくなったため、件数が増えてきているのではな

いかと思います。実際、県の虐待に関する会議に出席しますと、市町村によって虐待の件

数に差はありますが、多いところについては取り組みを一生懸命行っているところで、決

してその市町村が荒れているわけではないという説明を聞いています。今までは、見過ご

されていたケースが、虐待ではないかという気付きがあり、相談が増えてきているという

ことだと考えています。ただ、委員のご質問のとおり問題のあるケースも実際に増えてき

ているというのも否めないと思っております。 

 

（議長） 

 ３５件の方は、よろしいですか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 やはり家族関係で問題が多くなっており、同居していても介護放棄といった問題ですと

か、親の年金をあてにして生活している子供が経済的な搾取を行うことで、本来必要な介

護保険が利用できないとか、利用料の負担ができないといった現状があるかと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 虐待の予防的な意味も含めて、相談件数が増えているということですか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 予防というよりも、虐待という視点を持っていただけるようになったということだと考

えます。一例ですが、今まで、子供が親の年金を使ってしまっていても虐待という視点を

あまり持っていなかったところが、これは虐待ではないかということでケアマネジャーさ

んが高齢者相談センターに相談を持ちかけてくださるようになってきたということだと思

います。 
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（Ｃ委員） 

 ２ページの総合相談の介護予防の件数が、約２，４００件減っています。これは集計方

法を見直したためとのことでしたが、他の予防に関する件数を見ますと、３ページの地区

活動支援の介護予防教室等も減っています。本来、予防は増えていかなければならないと

思いますが、これは、総合事業に移行したため減ったものであるのか内容が分かりません

ので、説明をお願いします。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 介護予防につきましては、高齢者相談センターの職員が訪問した際には、必ずそういっ

た視点を持っているところですが、介護予防の件数としてカウントしたり、しなかったり

する場合がありました。事務所の数が増えたということもありまして、職員研修をする中

で、介護予防を主として関わった時のみ件数としてカウントするという入力方法へ統一を

しましたので、件数としては減になっております。 

 

（Ｃ委員） 

 病院に来る患者さんで、介護保険の申請までには至らないが予防が必要だと思われる方

がみえます。そういった時に、総合事業が始まったので各種教室があると思いますと説明

をして、高齢者相談センターの電話番号を教えていますが、この取り扱いで問題ありませ

んか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 はい。一般介護予防事業の中に各種教室がございます。あと、地域のサロンですとか、

お住まいの場所や交通手段を考えながらその方にあった活動を紹介していきたいと考えて

いますので、是非、ご紹介ください。 

 

（Ｃ委員） 

 各種教室等は、たくさんありますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 たくさんあるとは言い難い状況でして、一般介護予防教室につきましては、期間や場所

がある程度限定されていまして、通年で開催しているところが少ないのが現状です。あと、

総合事業につきましては、介護認定を受けなくても総合事業の事業対象者として認定され

ますと、介護保険に準じた教室に参加することもできます。これにつきましては職員が訪

問してアセスメントをしたうえで必要と判断した場合に、事業に結びつけることも可能で

す。 

 

（Ｃ委員） 

 料金はどのようになっていますか。 
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（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 総合事業については、介護保険より若干安く利用できます。 

 

（Ｃ委員） 

 介護認定の必要はないのでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 介護認定の必要はありませんが、職員が訪問してアセスメントする必要があります。で

すので、希望すれば誰でも利用できる訳ではなく、事業を利用すれば介護予防が図れると

判断された場合に、こういった事業に結びつけるということになります。 

 

（Ｃ委員） 

 運営協議会は、高齢者相談センターに関係することなのですが、総合事業や一般介護予

防事業は、運営協議会とは関係ないということなのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 基本的な話で言いますと、総合事業等は地域支援事業ということになります。 

 運営協議会につきましては、高齢者相談センターの運営、地域密着型サービス事業所の

指定・運営といったものが対象となりますが、総合事業につきましては、高齢者相談セン

ターの報告としては関係してきますが、細かい内容まで運営協議会の対象とすることはな

いと思っております。 

 

（Ａ委員） 

 今年度中は介護保険の認定を受けなくてもデイサービスが使えるという制度があるはず

ですので、全部が地域支援事業に行ってしまうのではなくて、従来型のデイサービスも使

えることをきちんとアピールしていただきたいと思うことが１つ、それと、事業者は総合

事業の担い手として市町村の指定を受けるわけですが、介護保険の地域密着型サービスに

関しては、この会議の中で、指定について正当かどうか評価をするわけですが、新しい総

合事業の事業者として指定を受ける分をどこで審議するか分かりませんので、そういった

場があるのか、ないのか、どこでやっているのか教えていただければと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 総合事業の指定についてですが、地域密着型サービスの指定のように関係者の意見を聞

かなければならないという法律上の規定がありません。理由として、総合事業は事業者の

指定という方法と、市町村からの委託という方法のどちらでも取れるためだろうと推測し

ます。法律上の位置付けの話になりますが、関係者の意見を反映させる場は、今のところ

は設けられていない状況です。 
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（Ａ委員） 

 分かりました。 

 

（Ｃ委員） 

 私が思うのは、認知症は予防が非常に大切だということです。高齢者相談センターが中

心に進めてほしいと思っているところですが、国立長寿医療研究センターのホームページ

を見ますと、運動等をすると良いという記載があります。そういったものを見ながら事業

者が進めても良いのではないかとも思いますが、やはりきちんと監督してもらわないとい

けないのかなと思います。結局、介護保険を利用する方の半数以上は認知症で、認知症を

予防できればかなり数も抑制できるのではないかと言われていますので、若い人も含めて

認知症予防を認知症の教室に参加して勉強できるような、例えば、介護保険を利用してい

る方だけではなくて、家族も含めて一緒に参加できるようなところがあると良いのではな

いかと思ったので、伺います。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 総合事業は、生活支援サービスと一般介護予防事業の２つに分かれておりまして、必要

に応じて、高齢者相談センターでケアマネジメントを行って、事業を進めていきます。 

 その中で、事業者自体は、介護保険の事業者だけではなく、住民が主体となっているも

のもございます。それはどういったものかと言いますと、高齢者の方が集まるサロンが中

心となってやっていく事業だとか、シルバー人材センターが行う事業というものも総合事

業の中に入ってきます。また、認知症に関係する事業については、高齢者相談センターが

認知症サポーターを養成する講座といったものも実際手掛けていますが、その他にも認知

症予防の教室として「元気応援隊」という市の嘱託職員が開催している「脳ちから塾」等

の認知症予防の事業を行っています。事業の形態によって、事業者が行っていくものとし

て、例えば、介護予防の運動の関係というものは、豊川市においては豊川市の委託を受け

て事業者が行っているものがあります。これについては、要綱等で市が確認をしながら事

業を行っているというものになります。 

 さまざまな事業形態がありまして、平成２８年度まで豊川市が行っておりました２次予

防事業や１次予防事業をそのまま移行した形がいまのところ大半でありまして、今後も、

さまざまな事業者と話をしながら、ただ単に実施してくださいというわけではなく、必要

なものを調整しながら今後も進めていきたいと考えています。 

以上です。 

 

（Ｃ委員） 

 「元気応援隊」の開催する教室は、定員が２０人くらいなので、対象者数が少なく、足

りていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 今後、増やしていければと考えていますが、一番良いのは地域にこのような場ができま
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して、そういったところでやれるような形が一番良いかとは思います。ただ、まだ地域に

出ていけるようなところまで成熟できていないものですから、市として増やしていく努力

をしていくということになると思います。 

以上です。 

 

（Ｄ委員） 

 虐待の関係なのですが、私は受け入れる施設側になりますが、１つの現象として、虐待

による入所や相談というのが増えてきているというのが、ここ１、２年の状況でございま

す。 

 ショートステイで受け入れる場合も、その方あるいはご家庭にいろいろな原因があるか

と思いますけれども、問題が解消されるまで私どもでお引き受けをしています。虐待は１

人たりとも出してはならないわけですが、虐待はなかなかなくならないというのが現状で

す。虐待の件数が増えておりますが、もともとあったものが表に出てきて、それを受け入

れていることをご承知いただければと思っております。 

以上です。 

 

（Ｅ委員） 

 介護予防教室等の実施について、平成２８年度は４０回程度、減っているということで

したけれども、私が町内会長をやった折にこういったことに参加させていただきましたが、

とてもいい制度だと思いました。この減ったということについて詳しく伺いたいというこ

とと、こういう予防教室等は、老人クラブ等で希望すればできるものなのか、あわせて説

明をお願いします。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 介護予防教室について、市の直営で筋力アップのための教室や認知症予防の教室等が開

催されており、高齢者相談センターとしては、そういった教室を紹介したり、協力したり

しておりますが、直接、高齢者相談センターが行う回数が減ってしまったということは反

省しております。また、老人クラブ等からご依頼があれば、ご希望の内容で教室等の組み

立てをして、行うようにさせていただいておりますので、是非ご相談ください。 

 

（Ｅ委員） 

 その際の窓口はどちらになりますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 圏域にあります高齢者相談センターになります。 

 

（Ｆ委員） 

 ３ページのケアプラン作成件数のことですが、７２０件増えているということですが、

隣の豊橋市は、先日新聞でＡＩ・人工知能を使ったベンチャー企業と協定して、なるべく
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ケアプランの作成を機械化してケアマネジャーの負担を少なくし、患者さんの進行を抑え

るといった内容が発表されていましたが、豊川市ではこういったプランはないのでしょう

か。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 私も、先日、新聞で確認させていただきました。 

 今後に向けて開発をしながら、一緒に研究していこうというような内容でございました。 

 豊川市といたしましては、今のところは見守っていく形になっておりますが、たまたま

という言い方はおかしいかもしれませんが、平成３０年度から東三河広域連合ということ

で、介護保険事業・保険者についてはこれから広域連合が担っていくことになります。東

三河の圏域の中で研究された内容が東三河に広がっていけば、増加傾向にある介護予防の

プランも少しは負担が分散させることができるのかと思っております。 

以上です。 

 

（Ｇ委員） 

 介護予防の事業を行って、認知症になる方がどの程度減ったのか、どのような効果が出

ているのか具体的に把握されているかどうかお伺いします。また、さまざまな事業を行っ

ておられますが、市として、まだ余力がある状況であるのか、その辺りを教えてください。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 認知症については、「脳ちから塾」という形で認知症の予防のための教室を開催してい

るところでございます。教室を開催した中での状況としましては、最初にテストのような

ものを行いますが、教室が終わった後のテストの状況と比較すると改善されている方も若

干見えます。５回から１０回程度の教室ですので、そこですべてが解消されるかというと、

なかなか難しくはあります。あくまでもご本人様の状況としてアンケートやテスト等を行

ったうえでの状況からすると若干の回復がある方もみえますが、現状として、目に見えて

分かるところまでは、いっていないのかなと思います。 

 介護予防教室を開催したうえでの実績としての評価というのは、なかなか難しい状況で

はありますが、開催前と後の状況を確認することは、私ども教室をやる中では実際に行っ

ているところでございます。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 職員の人員配置についてですが、実際に高齢者相談センターに勤務しておりまして、か

なり忙しい状況の中で仕事をしております。１人ひとりの相談等の対応にかかる時間につ

いて、利用者さんに対してしわ寄せのないようなところで簡略化しつつということで、努

力しているような状況です。 

 

（Ｈ委員） 

 民生委員の立場で、高齢者相談センターというと、独居老人とか高齢者世帯のさまざま
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な問題があります。例えば、電気がつきっぱなしになっているとか、行方不明になってし

まってとか、場合によっては警察にお願いするときに高齢者相談センターへまずお願いを

するということで、民生委員は承知しており、直ぐに対応をしていただいているというこ

とで大変助かっています。介護保険サービスまで行かないところで、民生委員がよく関わ

るわけですが、介護保険サービスを利用している世帯ということが、なかなか私どもでは

分かりません。特に認知症の方というのは家の中まで把握しきれないということがありま

す。少し見ていますと、デイサービスセンター等の車が、ある方の家に来たと思えば、し

ばらくして、その隣の方の家に別のデイサービスセンター等の車が来たりしています。同

じ地区に同じようなサービスを受けたいという方がいましたら同じセンターへ連れて行っ

たほうが効率が良いのではないか思うのですが、どこのデイサービスセンターに余力があ

るのかといった情報について、個々の介護支援事業所まかせなのか、そういったところの

調整を高齢者相談センターが行っておられるのか、教えてください。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 要介護の方につきましては、居宅介護支援事業所がプランを作ることになりますので、

基本的には担当されたケアマネジャーさんがその方にふさわしいのではないかというよう

な施設を紹介されているのではないかと思います。利用される施設によって、それぞれ特

色がありまして、運動機能の強化に重点的に取り組んでいたり、認知症の予防の取り組み

を一生懸命やっていたりとか、施設によって違いがありますので、一概に、地域で施設を

調整する形にはならないかと思います。 

 また、要支援の方については高齢者相談センターがプランを作成していまして、隣近所

の方を担当することもありますが、基本的にはお隣の方がどこに行っているというような

情報提供は個人情報ということもありますので、できません。ご本人様が、お隣さんがあ

そこに行っているので私も、というようなことがあれば可能であれば同じような調整をさ

せていただきますが、基本的にはご本人の希望とか身体状況から必要なサービスを調整し

ています。 

 

（Ｈ委員） 

 広域連合になった場合は、地域密着型サービスの利用はどのようになりますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 広域連合に移行しますと、広域連合内の住民は、広域連合内の地域密着型サービスが利

用できる形になります。 

 

（Ｈ委員） 

 ということは、豊橋市のデイサービスセンターの車が来るということもあり得るという

ことですか。 
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（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 あり得ます。 

 

（Ｅ委員） 

 施設に入所したいのだけれども、なかなか空きかないという話を聞きます。地域によっ

て、その差があると思いますが、どこの施設がどの程度の空き状況でどういった特徴を持

っているのかを見ることができるようなホームページのようなものはあるのでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 居宅支援事業所や高齢者相談センターには、施設から現在の空き状況について随時案内

があります。そういったものを見ながら、ここの施設に男性の空きがあるとか、女性の空

きがあるとかといった情報を周知しております。 

 

（Ｅ委員） 

 待ち情報も分かりますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 待ち情報までは分からないと思いますが、随時、問い合わせをしながら調整をしていま

す。デイサービス等につきましても、受け入れがどの曜日でしたら、受け入れるというよ

うな情報が提供されますが、委員のおっしゃる統一の掲示板等により一目で分かるような

ものは今のところないかと思います。 

 

（Ｅ委員） 

 事業所にそれぞれ確認しないと分からないということですね。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 事業所からファックスが送られてきますので、そういった情報を高齢者相談センターで

整理して随時閲覧できるようにしております。 

 

（議長） 

それでは、議題（１）「平成２８年度高齢者相談センターの事業実績について」は、以

上のように報告がありました。ご了解いただいたということで進めてよろしいでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

次に、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「地域密

着型サービス事業所の指定更新について」、続けて事務局より説明をお願いします。 
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（事務局：鈴木介護保険係長） 

介護高齢課の鈴木と申します。議題３（２）の①「地域密着型サービス事業所の新規指

定について」と②「地域密着型サービス事業所の指定更新について」、失礼ですが座って

説明をさせていただきます。 

最初に新規指定についてです。今回、新規指定は１件となります。 

資料の５ページをご覧ください。株式会社自然療より申請のありました、事業所名は「転

ばぬ先の健康生活」です。事業所の位置は、金屋本町三丁目にあり、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。 

資料の５ページにお戻りください。当該事業所について簡単にご説明します。 

当該事業所は、平成２９年１月１日付けで、愛知県より定員１９名以上の通常規模のデ

イサービスの指定を受けているところです。今回、利用定員を１８名に変更したいという

ことで、先ほどＡ３横の「参考資料」でご説明したとおり、市が指定権者である地域密着

型のデイサービスに移行することとなるため、新規指定の申請があったものです。 

なお、当該事業者は、当該事業所とは別の隣の建物で接骨院を運営しておりまして、今

回、申請のありましたデイサービスは、機能訓練を重視した事業所とのことです。 

地域密着型通所介護事業所としての開設予定日は８月１日で、５月２５日付けで新規指

定の申請がありました。設備基準、おめくりいただいて６ページの人員体制について書類

審査をしたところ、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、６月１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おりま

す。右側７ページに事業所のパンフレット、おめくりいただいて８ページに位置図、９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。新規指定につきましては、

以上です。 

続けて指定更新についてご説明いたします。今回、指定更新は２件となります。資料の

１０ページをご覧ください。 

１件目は「有限会社かざぐるま」より申請のありました、「かざぐるまデイサービスセ

ンター」です。事業所の位置は、平井町東野地で、サービス種類は先ほどご説明しました

新規指定の案件と同様で、「地域密着型通所介護」となります。現に受けている指定の有

効期間満了日は平成２９年８月３１日となっており、平成２９年５月１７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、５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３５年８月３１日までの指定について、平成２９年８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、１０ページ下部から１１ページにあります
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とおり、「一部の従業員について、勤務実績の確認ができない者がいるため、適切に勤務

実態を記録すること。」、「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２９年６月３０日までに１回開催し、速やかに開催記録

を提出すること。」等がございました。なお、この開催についてですが、６月２８日に行

ったとの報告を受けているところでございます。 

そして１１ページの表に指定更新事業所の人員基準、おめくりいただいて１２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。１３ページをご覧ください。 

有限会社アール・ザ・エイチが運営いたします「グループホーム虹の家」です。事業所

の位置は、牛久保町天王下で、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の「参考資料」左ページをご覧ください。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となります。右ページの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。 

それでは資料１３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２９年９月１５日となっており、平成２９

年４月２７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、５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３５年９月１５日までの指定につ

いて、平成２９年９月１５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、１３ページ下部にありますとおり、「重要

事項説明書及び契約書は介護予防にも対応したものとすること。」がございました。めく

っていただいて１４ページに指定更新事業所の人員基準、１５ページ、１６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。 

説明は以上になります。 

 

（Ａ委員） 

 指定更新の「有限会社かざぐるま」のことですが、主な指摘事項のところで、「一部の

従業員について、勤務実績の確認ができない」とありますが、これについて説明をお願い

します。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 役員の方が管理者となっておりまして、タイムカード等により記録として出勤している

形が確認できませんでした。労働基準法では役員等の方については、タイムカード等は必

要ないと思いますが、介護保険法としてはタイムカード若しくは出勤簿等で勤務の実績を

記録しておいて下さいという意味合いになります。 
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（Ａ委員） 

 同じ事業所の運営推進会議の指導について、地域密着型通所介護事業所は、年に２回以

上の開催だったと思いますが、平成２９年６月２８日に開催したのであれば、今年度もう

１回の開催で良いのではないでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 昨年の１年間で１回しか開催していなかったため、期間が過ぎてはいますが、まずは昨

年の不足分の１回を開催した後に、今年の分の２回を開催してくださいという意味合いに

なります。 

 

（Ｂ委員） 

 「有限会社かざぐるま」の指摘事項で、「利用者が住み慣れた地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図るよう努めること。」とあ

りますが、具体的にどのようなことを想定されているのでしょうか。例えば、地域のボラ

ンティアさんが中に入るということでも良いのか、もっと積極的に地域交流をする必要が

あるのか、具体的に教えてください。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 委員のおっしゃるとおり地域のボランティアさんに入っていただくことでも構わないと

思います。ただ、この事業者さんに聞いたところ、一切とは言いませんが、地域と関わり

をもった行事等の取り組みをしていないとのことでした。制度改正で地域密着型サービス

に移行したとはいえ、地域密着型サービスになった以上は、何か地域と交流が図れるよう

な取り組みを行ってほしいということで指摘をさせていただきました。 

 １１ページの最上部にも同じようなことが書いてありますが、防災訓練で地域の方と関

わりを持ってやっていただくといったことも地域密着型サービスの主旨に叶うものであり、

こういった取り組みを今後、進めてほしいという意味合いでございます。 

 

（Ｂ委員） 

 地域密着型サービス事業所の更新手続きを進める中で、今までは地域交流をしておらず、

指定更新の時期になって、地域交流をしていなかったということが分かる事業所がでてく

るということでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 委員のおっしゃるとおりです。ただし、地域交流については基準上では「努めること」

となっており、「しなければならない」という表現ではないため、指定更新については支

障がありません。ただ、地域密着型サービスとして、より良い運営を行っていただきたい

と言うことで、指摘させていただいた内容となります。 
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（議長） 

 指定更新申請書が提出されれば、更新するしかないというような状況であるということ

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 実態としましては、指定更新の申請書が出てきましたら、私どもは必ず実地指導を行い

ます。そこで指定更新が認められないような事項が見受けられれば、指定更新の満了日ま

でに、指定取消に動くという考えです。 

 

（議長） 

 そういう例は今までにありますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 豊川市ではありません。 

 

（Ａ委員） 

 実地指導を行って、そこで不適切な内容が見つかれば、そこで監査に切り替わり、監査

に対する改善報告を受けて、必要な改善がなされなければ、指定取消になる流れになりま

す。そのようなケース以外に指定更新を受けられないというのは、連座制の適用ぐらいか

なと思います。連座制とは、１つの会社が複数のサービスを提供している場合で、１つの

サービスで指定取消を受けたら、他のサービスは連座制で更新ができないというものにな

ります。 

 

（議長） 

 指定更新の議題に挙がった段階で、改善がされるであろう、あるいは改善がされたとい

うことですね。その他、ご発言等よろしいでしょうか。 

 では、本件について事務局の説明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） 

以上を持ちまして、本日の運営協議会を終わりたいと思いますが、「次第４ その他」

について、事務局より連絡事項等はありますか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

事務局より２点、ご連絡をさせていただきます。 

まず、１点目でございます。第２回運営協議会について、１２月中旬に開催する予定で

す。なお、第２回運営協議会前に指定更新の有効期間満了日をむかえる事業所が数件ござ

います。事前に書面でご報告させていただきますので、ご意見等がありましたら、よろし
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くお願いいたします。 

 続いて、２点目でございます。会議が始まる前に本日の資料ということで、机上に東三

河広域連合のチラシを置かせていただきました。平成３０年４月から８市町村の介護保険

の保険者が統合されまして東三河広域連合で介護保険事業を運営していくこととなります

が、その半年前の記念シンポジウムということで、７月の「広報とよかわ」や東三河広域

連合の広報でも、記事として入れさせていただいておりますが、シンポジウムを開催する

ということの案内でございます。日程は、８月２０日の日曜日の午後１時３０分から午後

４時４５分までということで、豊川市文化会館大ホールで開催し、参加料は無料となって

おります。前半が基調講演、後半がパネルディスカッションということで２部制に分かれ

ておりまして、パネルディスカッションには本協議会の委員であります平田委員にもパネ

リストとしてご参加いただけることになっております。 

 多くの市民の皆様に内容をご理解いただくという意味を込めましてシンポジウムを開催

いたします。裏面に参加申込み方法等の記載がございます。締め切りは８月１０日となっ

ておりますが、お時間がございましたら、委員の皆様にもご参加いただければということ

で、ご案内をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

事務局からの連絡は以上でございます。 

 

（議長） 

以上で、本日の議題の協議を終了し、これをもちまして、平成２９年度第１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。ありがとうございました。 


