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平成２８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２８年７月２７日（水）午後３時３０分から午後５時５０分まで 

場  所：委員会室（本庁舎３階） 

 

出席委員：大河一夫、鈴木信弘（代理）、大橋茂樹、平野義雄、小池勉、白井勝、 

平田節雄、河合鉄夫、川上陽子、小山妙子、片山佳代子 各委員 

欠席委員：波多野知司 委員 

事 務 局：高橋介護高齢課長、清水介護高齢課主幹、 

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、安藤高齢者支援係長、 

松井在宅医療連携推進係長、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。 

本日は、大変お忙しい中、委員の皆様には、当協議会に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２８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、事務局より福祉部次長の鈴木が、あいさつを申し上げ

ます。 

 

（鈴木福祉部次長） 

福祉部次長の鈴木でございます。本来は、福祉部長の伊藤がごあいさつを申し上げると

ころですが、日程調整後に公務出張のため欠席となりまして、代わってごあいさつを申し

上げます。 

本日は、大変お忙しい中、平成２８年度第１回豊川市介護保険事業運営協議会にご出席

いただき、誠にありがとうございます。また、委員の皆様には日頃から介護保険事業にご

理解とご協力をいただきまして、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中間年

度にあたります。計画のポイントとなります「地域包括ケアシステム」をより具体化する

ために、５つの視点による取り組みを進めているところでございます。１点目は、団塊の

世代が後期高齢者となる平成３７年のサービス水準等の推計、２点目は、在宅サービス・

施設サービスの方向性の提示、３点目は、生活支援サービスの整備、４点目は、在宅医療・

介護連携・認知症施策の推進、５点目は、高齢者の住まいに関する方向性の提示でござい

ます。 

本協議会では、高齢者などの総合相談支援のワンストップ窓口である高齢者相談センタ

ーのこと、そして、住み慣れた地域での生活を続けるためのサービス基盤の整備として、
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地域密着型サービスのことを中心に協議していただきます。本日の議題にも挙げさせてい

ただいておりますので、よろしくご審議いただきたいと思います。 

以上、簡単ではありますが、私のあいさつ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。上から順番に、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２８年度第１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。 

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、お配りさせていただきますので、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

ご紹介を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

言ごあいさつ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、波多野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。 

また、さきほどの挨拶でもございましたが、本日は、豊川市福祉部長である伊藤副会長

が欠席となっております。事前に会長と相談させていただき、委員の代理を豊川市福祉部

次長の鈴木が務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

そして、本日の協議会につきましては、ご紹介させていただきましたとおり、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
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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」豊川市介護保険事業運営協議会

について事務局よりご説明いたします。 

 

（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、概要をご説明させていただきます。 

お手元に配付させていただいております、表題に「豊川市介護保険事業運営協議会設置

要綱」と書かれた資料とＡ３一枚の「参考資料」と書かれています、２つで説明させてい

ただきます。 

まず、目的及び所管事項ということで、第１条及び第２条ですが、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、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、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を目的としております。 

なお、地域包括支援センターにつきましては、平成２４年４月から市内４箇所に再編成

し、高齢者相談センターという、呼び名をつけ、知名度の向上を図っているところです。 

地域密着型サービスとは、多くの種類があります介護保険サービスのうち、市が指定並

びに指導監督等の権限を持つサービスを言い、豊川市にお住まいの、要介護認定を受けた

被保険者のみが利用できるものです。 

「参考資料」と書かれています、Ａ３の用紙をご覧ください。左ページには、介護保険

の各種サービス一覧を掲載しております。このうち、白丸の中に数字が書いてあるサービ

スが、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

現在存在する、地域密着型サービスになります。 

地域密着型サービス以外のサービスについては、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。 

右ページですが、現在の本市におきましては、③認知症対応型通所介護（認知症の方の

ためのデイサービス、④小規模多機能型居宅介護（一つの事業所がデイサービス、ショー

トステイ、ホームヘルプを組み合わせて提供するサービス）、⑤認知症対応型共同生活介

護（認知症の方が、共同生活を行うためのサービス）、⑦地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護（定員２９人以下の小規模な特別養護老人ホーム）、⑧看護小規模多機能型

居宅介護（④小規模多機能居宅介護に、さらに訪問看護が組み合わされたサービス）、⑨

地域密着型通所介護（今年の４月から、定員が１８名以下の小規模なデイサービスが、地

域密着型サービスとして位置づけられたもの）の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。 

また、後ほど、議題に上がりますが、平成２８年度の地域密着型サービス事業所整備事

業者の公募で新たに、①の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を募集し、整備する

予定となっております。 

次に、要綱にお戻りいただいて、組織ということで、要綱の第３条第２項でありますが、



4 

お手元の委員名簿にもありますように、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、委員をお願いしております。会長職につきましては、本要綱の第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

先生の大河一夫様にお願いをしております。 

次に、事務局ということで、第５条でございますが、事務局は福祉部介護高齢課内に置

くということとしています。 

次に、４ページをご覧ください。要領になります。 

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、別表第１（第３条関係）の第１項から第７項が地域包括支援センターに関する

事項、おめくりいただきまして８ページ、第８項から第１３項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での定めを記載しています。 

地域包括支援センターに関する主な協議事項は、７ページの別表第１の第２項に定めて

いますが、介護保険法第１１５条の４６第４項及び同法施行規則第１４０条の６６第２号

ロに、「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。 

また、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、８ページ別表第

１の第１０項に定めていますが、介護保険法第７８条の２第７項に、「あらかじめ関係者

の意見を聞き、それを反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

と定められております。 

こうした法律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） 

なんとなくはっきりしない天気で、私は今、本校では校長室ではなく職員室にいるので

すが、冷房装置が壊れておりまして、廊下のほうが涼しいという、そんな生活を送ってお

りましたので、今日は冷房が効いているかなと思いまして、厚着をして参りました。中身

は特に後半は熱いものがありますので、頭を冷やしながら、熱く議論をしていただきたい

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。 

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。 
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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、運営協議会に関する次第に基づきまして議事を進めさせていただきます。 

では、「次第３」の議題⑴「平成２７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） 

平成２７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。 

お手元の資料１ページをご覧ください。高齢者相談センターは平成１８年４月の開設以

来、豊川市社会福祉協議会が受託し運営しております。市内を４つの圏域に分けて４か所

の高齢者相談センターを運営しました。 

いずれの高齢者相談センターにおいても、１．日常生活圏域ごとの状況の表に示しまし

たように、社会福祉士、保健師、主任ケアマネの３職種を配置しております。 

高齢者相談センターで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と協力し、医師会、

歯科医師会、薬剤師会等との連携強化に取り組みました。昨年に引き続き、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「地域ケア会議」

を開催し、高齢者支援に係る地域課題の抽出を行いました。 

また、新たな取り組みとして、東部・西部高齢者相談センターに認知症地域支援推進員

を配置し、認知症に関する相談対応や児童を対象とした認知症サポーター養成講座の開催、

認知症カフェの参加協力などに務めました。 

次に、高齢者相談センターの主な業務についての実績を報告します。 

資料１ページの下部から３ページにかけての表のとおりです。増減の数字や、実績数の大

き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」、「来所」がそれぞれ増加していますが、「訪問」に

ついては減少がありました。 

訪問件数が減少したのとほぼ同数の来所相談の増加があり、市民へのセンターの周知に

より、利用形態が変化したことが伺えますが、相談件数の全体の増加により、利用者への

対応をこなすため、効率的な調整を行った結果として、訪問の減少があったことも否めな

いと考えます。 

「その他」について、これは要支援認定未利用者及び二次予防事業対象者に係る市から

の訪問依頼が主なものです。隔年で「孤独死・孤立死」防止を目的とした、「介護保険及

び健康保険未利用者」への訪問を実施しており、平成２７年度が実施しない年にあたった

事が減少の要因の一つと考えます。これにつきましては、平成２８年度は実施の予定です。

こうした取り組みにより、連絡を待たずに訪問等を行うことが可能となり、減少したもの

と考えます。相談件数合計としては３７，１６０件、前年に比べ３５３件、約１％の増加
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となっています。 

「総合相談」について、「介護保険制度」「介護予防」については大幅に件数が増えてい

ます。介護保険が周知され、比較的若い年代から早期に相談が入るようになってきている

と感じます。減少となっている「医療・保健」、「障害者制度」、「経済的問題」、「家族問題」

については、在宅医療連携推進センター、在宅医療サポートセンターが開設されたこと、

障害者相談センター、成年後見センターなど相談機能を持った窓口との連携強化により、

相談が分散され、それぞれ専門分野での相談が行われるようになってきているものと考え

ます。 

「見守り・安否確認」は、１，１３５件、の減少がありますが、これは、サービス未利

用者の見守りや安否確認になりますので、前述の「その他」で述べました、施策として実

施している「介護保険及び健康保険未利用者」の実施によりサービス調整を行ったこと、

その他、地域での見守りや宅配給食など民間のサービスを利用した見守りなど、継続した

訪問に繋がったため、安否確認として包括職員が直接出向く件数が減少したと考えます。

民生委員、福祉委員、介護保険をはじめとする各種サービス事業者など地域の資源を活用

しつつ、今後とも「気になる高齢者の掘り起しと訪問」への取り組みを続けていきます。 

「連絡調整」として、１９，４１１件の事績がありますが、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４０，３７８件、前年に比べ１，７７０件、約４．６％の増加となってい

ます。 

「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４５件減少しています。

代行申請を行う居宅支援事業所は市内５２か所に増加しており、介護保険申請についての

知識が広まってきていることから、身近な所で申請が行われていると考えます。 

「まごころ給食」については、民間の高齢者を対象とした給食サービス事業所の増加に

より、選択の幅が広がり、本人の希望に沿った選択が可能になってきているため、利用希

望者が減っているものと考えます。 

「老人日常生活用具給付」、「緊急通報システム」についても家庭における電磁調理器や

携帯電話の普及に伴い、サービス調整を行った結果、申請の必要となるケースが減ってき

ている現状がありました。 

高齢者福祉等事業の代行申請は合計１，５６７件、前年に比べ６９件、約４．３％の減

でした。 

「権利擁護相談件数」について、合計１５８件、前年に比べ１３０件の減です。総合相

談で述べたように、専門分野との連携により延べ相談件数として減少しているものと考え

ます。また、関係者との連携により情報提供が進んだため、早期に関わることができ、深

刻化しない段階での対応が可能となったためと考えます。 

「サービス調整会議」について、まごころ給食など、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減少に伴い、それぞ

れ減となっています。 

「包括的・継続的ケアマネジメント」について、合計３５０件、前年に比べ３０７件、

４６．８％の減です。 
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関係機関との「ネットワーク構築」に向けて平成２６年１月から取り組みを始めた「個

別ケア会議」や「地域ケア会議」等に加え、平成２７年度は在宅医療連携推進センターと

協働し、圏域別多職種協働研修会を４圏域で開催したことにより、顔の見える関係づくり

が進み、連携に関する相談が減少したと考えます。 

３ページ、「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１０，９８０件

の実績がありました。平成２６年に比べ５６３件、５．４％の増加がありました。昨年は

２％の増加でしたので、介護保険の利用が加速して伸びていることが分かります。 

「二次予防事業対象高齢者介護予防プラン件数」について、平成２７年度は７０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。継続利用者の見直しなど行ったことか

ら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、人材育成の為、民児協への参加、各種地区

活動への参加、出前講座の実施など合計３７６回の実績となっています。 

「地域ケア会議等件数」について、平成２７年度は１６回の個別ケア会議、８回の地域

ケア会議、３回の全体会議で計１１回の会議を開催しています。この会議を通して、地域

課題の抽出を行っています。 

続きまして、「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（予防ケアプラン）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りますが、豊川

市から住所を移さずに他市町村の家族宅などに長期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所

との間で契約を結び、委託を行ったものです。 

平成２７年度の実績は、４件ありました。うち、２件は要介護に移行し、現在も継続し

ているのは２件です。 

次に、４ページをご覧ください。Ａ３用紙のものです。平成２７年度高齢者相談センタ

ー活動事業についての報告です。 

高齢者相談センター運営の基本姿勢である「地域に出向き、顔の見える関係づくり」を

実現するために、１から４にあ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ほど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いました。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、事業状況の権利擁護相談のとおりです。成年後見制度の利用に対し

て、高齢者相談センターが市民にとって最も身近な相談場所であることから、「豊川市成



8 

年後見支援センター」を始め、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

会など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務めました。 

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。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、実績を集計する中で、高齢者相談センターの業務が介護保険事業に

おける相談、予防プランの作成にウエイトが大きくなっていると改めて感じました。セン

ター職員による高齢者の総合的な支援や見守りが行えるよう、職員の資質向上を図るとと

もに、関係機関との連携を更に強化し、より多くの目で高齢者を見守る体制づくりに努力

していきたいと思っております。また、地域の皆様の身近な相談窓口として、住民福祉の

充実に努めて参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

以上で私からの報告を終わります。 

 

（議長） 

ありがとうございました。ただ今の事務局の説明について、ご意見・ご質問などがあれ

ば、順次ご発言をお願いします。 

 

（Ａ委員） 

高齢者相談センターの方の介護保険における、予防プランへのウエイトが大きくなって

いるとおっしゃっていましたが、予防プランを立てている人の件数がケアプラン作成の１

０，９８０件ということでよろしかったでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

そうです。 

 

（Ａ委員） 

こちらが、年々大きくなってきているので、そこへの支援が大変になってきていると受

け止めました。ケアプランを作ります、家庭訪問をしますという流れだと思いますが、家

庭訪問の件数は、「相談方法」の「訪問」の件数と受け取っていいのか、それとも、家庭

訪問の件数はここには挙がっていなくて、ケアプランの作成の中に含まれていると考えて

いいのか、分からなかったので、教えていただきたいと思いました。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

「訪問」につきましては、ケアプラン作成のための訪問、調整のための訪問、モニタリ

ングといった定期的にその後の様子を確認する訪問を行うわけですが、そういった訪問に

ついて、「相談方法」の「訪問」の中に件数として含まれています。 
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介護保険の利用に当たっては、予防プランは必須になっていますので、後回しにするこ

とができないという中で、どうしても件数が増えてきますと、その他の「総合相談」の部

分で効率的な対応をせざるを得なくなってきている状況があると感じています。 

 

（Ａ委員） 

そうしますと、ケアプラン作成件数よりも、訪問件数が少ない現状ではないかと、１名

の方に対し、１回以上の訪問を行っていないのではないかと思われますが。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

ケアプランに関しましては、月の延べで計算しており、実数ではありません。 

 

（Ａ委員） 

お一人に対して、１年間でどのくらい家庭訪問は行っていますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

包括支援センターですと、予防プランを作成した場合、最低３ヶ月に１回というのが目

安になっております。 

ただ、何か変化があった場合はその限りではありません。 

 

（Ｂ委員） 

「相談方法」が３７，１６０件ということで、「総合相談」は４０，３７８件となって

いますが、どのように理解したらよいものかというのと、ケアプランを作成される方は何

名みえますか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

まず、「相談方法」の件数と、「総合相談」の件数が合わないということですが、一つの

相談で、複数の相談を受ける場合がありますので、「総合相談」の内容の件数が多くなっ

ています。 

ケアプランについては、月報からの集計で作成していますので、約１万件という数字が

出ていますが、平均すると１人の職員が担当しているケアプランにつきましては、職種に

より異なりますが、２０件から多い職員だと６０件が常時、個人で担当している件数とな

ります。 

どれくらいの職員でということですが、１「日常生活圏域ごとの状況」で記載していま

すが、ほとんどの職員で分担しながらケアプランを持っています。その中で、主任ケアマ

ネや介護支援専門員が主にケアプラン作成の件数が多くなっていますが、作成するケアプ

ランの内容に応じて保健師、看護師であったり、社会福祉士であったりがケアプランを作

成しております。 

 

 



10 

（Ｃ委員） 

資料４ページの「４ 連携」の「③老人クラブとの関わり」ということで、ふれあいセ

ンターを利用するときに、おいでいただきまして、健康チェックの成果を個人に報告して

いただけるということで、皆さんに大変好評となっていますので、この事業は続けていた

だきたいと思います。 

もう一つ、日常的に話題に出てくるのが、２ページの「高齢者福祉等事業」の「緊急通

報システム」についてです。これについて、どのようにしたらよいかと思っている方が非

常に多いわけですが、３世代で暮らしている家庭が少なくなりまして、高齢者のみである

とか、独居である方は先行きに不安を感じているわけで、できれば「緊急通報システム」

を設置していただけたら、子どもに電話をかける前にすぐに対応ができるのではないかと

いうことを皆さん言っておりまして、実績を見ますと減少傾向となっている点はどのよう

にお考えになっておられるかうかがいます。また、孤立死と孤独死の対策事業についてで

すが、偶数年度に実施となっていますが、人数が多くなっておりまして、これでは少々心

配です。去年、私の地域では３名おりました。今年はまだおりませんが、老人会に加入さ

れている方でしたら、目が行き届きますが、３名とも老人会には加入していなかったので、

お気の毒だったと思いますけど、その３点についてご回答お願いします。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

貴重なご意見ありがとうございました。 

「緊急通報システム」につきましては、独居高齢者が対象となっておりますが、すべて

の独居高齢者にこれを配置することは、人数的にも増えてきておりますので、その中でい

くつかの要件を付けさせていただいておりまして、他に支援の手段がないという中で、こ

れが適切だろうという方をアセスメントしたうえで、設置をさせていただいております。

そういった中で、携帯電話をお持ちになっていて、すぐに連絡が取れる体制が取れている

場合や日常的な見守りがある方、例えば宅配給食を取っておられて、毎日どなたかの訪問

がある方は、その他で見守り体制ができているかの確認や、特に持病があるかないか、と

いったところも「緊急通報システム」設置の可否要件として考えております。そういった

いくつかの要件を満たした方に対象として把握して、申請をおこなっております。 

孤立死・孤独死につきましては、市の事業の一環として行っていますので、そういった

課題があるということで、今後、検討させていただければと思います。よろしいでしょう

か。 

 

（Ｃ委員） 

孤立死・孤独死につきましては、やむを得ない場合は、２年に１度でも仕方ありません

が、予算が許されるのであれば、毎年行う、きめの細かい制度のほうがいいと思いますの

で、意見として申し上げたいと思います。 

「緊急通報システム」につきましては、今年は何台設置を計画されていますか。また、

通報があった場合の対応は消防署ですか。 
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（事務局：安藤高齢者支援係長） 

「緊急通報システム」では、通報があった場合、専門業者のコールセンターに連絡が入

りまして、コールセンターが対象者の方の状況を確認して、ケースによっては消防へ連絡

をするという流れになります。 

 

（Ｃ委員） 

ある方が、ご主人と２人暮らしでありましたが、ご主人が亡くなられて、１人になった

ので、非常に心細く思っておられるようで、「緊急通報システム」というのがあると聞い

たと相談されましたが、数が少ないように感じます。 

 

（事務局：安藤高齢者支援係長） 

まず、そういったお話があれば、様々な要件がありますが、まずは市か高齢者相談セン

ターにご相談をいただければ、要件に合うかどうか、仮に合わないにしても、他にどうい

ったかたちで緊急時の対応ができるのか、ご助言もできるかと思いますので、まずは、ご

相談をいただければありがたいと思います。 

 

（議長） 

 他によろしいですか。 

 

（Ｄ委員） 

２点お聞きします。「③介護者の支援活動」で、男性ならではの悩みに対して、どのよ

うな対策をしているかということと、「⑧認知症サポーター養成講座の開催」内の「豊川

市に登録のあるキャラバン・メイトと連携して」と記載がありますが、キャラバン・メイ

トはどういったところに配置してあるのでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

介護している男性の方ということで、ここ数年、毎年１１月１１日を相談の日として、

悩みを聞く等、職員を配置して開催していますが、なかなか男性の方が出てきていただけ

ないというところがあります。 

 

（Ｄ委員） 

男性の場合、自分の母親を看る際に年を取っていても母親は女性であるため、男性とし

てどのような立ち居振舞いをした方がよいかを今後の参考にお聞きしました。ありがとう

ございます。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

あと、キャラバン・メイトですが、高齢者相談センターの職員ですとか、地域の介護保

険事業所、保健センター、保健所の職員でキャラバン・メイトの資格を取った方が何名か

おりまして、そういった方がキャラバン・メイトとして、認知症サポーターを養成する人
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ということで資格を持っております。 

 

（Ｄ委員） 

例えば、各地区でサロン等を開いた時に、依頼をすれば出張してくれるわけですか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

はい。 

 

（Ｅ委員） 

２ページの「総合相談」の中で、「経済的問題」と「家族問題」が挙がっていますが、

「経済的問題」は想像できますが、「家族問題」は具体的にどのような問題が出てきてい

るか、差し障りのない範囲で結構ですので、教えていただきたい。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

例えば、母親を男性が介護していて、介護がうまくいかないとか、介護する兄弟間の連

携がうまくいかないとか、障害を持った方が介護者であるとか、そういった問題がありま

す。 

 

（議長） 

高齢者相談センターの実績報告ということでありますので、何でも高齢者相談センター

へという話ではありませんが、相談事があったら、市か高齢者相談センターへ、まず問い

かけてみてくださいというお話だと思います。よろしくお願いします。 

それでは、議題⑵の①「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、介護高齢課の鈴木と申します。それでは、地域密着型サービス事業所の更新指定

について、失礼ですが、座って説明させていただきます。 

次第に４件とありますが、１件目と２件目は、同一会社が、同一の平屋の建物で併設し

て運営しているサービスになりますので、あらかじめご承知おきください。 

５ページをお開きください。１件目ですが、有限会社あおいの里が運営する、平井町神

明にございます「グループホームれんげそう」、指定を受けているサービスは、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」左ページをご覧いただくと、（５）生活の場を自宅から移し

て利用するサービスの⑤、右ページですと、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

るグループホームと言われるものになります。 

これにつきまして、現に受けている指定の有効期間満了日、有効期限は６年となります

が、これが平成２８年８月２８日となっており、有効期限更新の申請書が提出されました。



13 

市としましては、６月２３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

３４年８月２８日までの指定について、平成２８年８月２８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、協力医療機関について変更があり、その変

更届出がされていなかったため届出を速やかにしていただくこと、２か月に１回開催が義

務付けられている、地域の皆様との運営推進会議の記録の公表について改めていたくこと

等がございました。 

なお、参考としまして、６ページには指定人員基準の事業所情報を、７ページ、８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ご確認ください。 

続きまして２件目、９ページをご覧ください。先ほどと同様の有限会社あおいの里が運

営し、同じ場所にございます「小規模多機能ホームれんげそう」、指定を受けているサー

ビスは、小規模多機能型居宅介護になります。 

お手元Ａ３の「参考資料」左ページをご覧いただくと、（３）自宅で利用したり、通っ

て利用するサービスの④、右ページですと、「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」「泊り」を組み合わせた柔軟な対応を行うサービスになり

ます。 

これにつきまして、現に受けている指定の有効期間満了日が、さきほどと同じ平成２８

年８月２８日となっており、有効期限更新の申請書が提出されました。市としては、６月

２９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３４年８月２８日まで

の指定について、平成２８年８月２８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、この事業所としては、配置が義務付けられ

ている宿直職員に、法人の役員さんを置いていましたが、その方についても、介護に対す

る知識・経験の向上を図っていただくため、研修の機会を設ける等の対応をしていただく

こと、サービス提供体制強化加算について、従業者ごとの研修計画の策定が加算の算定要

件ですが、画一的なものとなっていたため、個別具体的な研修計画となるよう、充実を図

ること等がございました。 

参考としまして、１０ページには指定人員基準の事業所情報を、さきほどと同じになり

ますが、７ページ、８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ご確認

ください。 

続きまして３件目と４件目なのですが、２件とも、地域密着型通所介護になります。 

お手元Ａ３の「参考資料」左ページをご覧いただくと、（２）自宅から通って利用する

サービスの⑨、右ページですと、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サービスとありまして、

定員１８名以下の、いわゆる小規模なデイサービスとなります。 

これにつきましては、法律の改正によって今年の４月から、愛知県が所管のデイサービ

スから、市が所管する地域密着型サービスに移行されたものになります。 

これら地域密着型通所介護の指定更新については、愛知県としては、更新年の１年前に
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更新申請書を受け付ける体制となっていたため、指定更新申請は、昨年度中に県へ提出さ

れ、書類審査が愛知県の方で行われた上で、市に引き継がれております。また、市として

は通常、指定更新時には実地指導を行うこととしていますが、県が前回の指定更新から今

回の指定更新までに１回以上の実地指導を行っていることから、今年度においては、指定

更新に伴う市の実地指導は行わないこととしていますので、あらかじめご承知おきくださ

い。 

それでは１１ページをご覧ください。３件目です。有限会社豊橋トーカイが運営する、

小坂井町中野にございます「さくらんぼデイサービス」、現に受けている指定の有効期間

満了日は平成２８年９月３０日となっており、平成２７年１１月１６日に県へ更新申請書

が提出されています。市としては、７月５日に現場の確認を行い、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３４年９月３０日までの指定について、平

成２８年９月３０日付けで更新指定を行う予定です。 

参考としまして、１２ページには指定人員基準の事業所情報と、下の方に県の実地指導

の指摘事項を掲載しております。処遇改善加算について適切な方法で従業員等に周知を行

うこと、通所介護計画は、短期目標の具体的な設定と内容の充実を図ること等がございま

した。 

また１３ページ及び１４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ご確

認ください。 

続きまして４件目、１５ページをご覧ください。ＮＰＯ法人やまびこが運営する、一宮

町豊にございます「デイサービスこだま」、現に受けている指定の有効期間満了日は平成

２８年９月３０日となっており、平成２７年１１月１２日に県へ更新申請書が提出されて

います。市としては、７月５日に現場の確認を行い、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３４年９月３０日までの指定について、平成２８年９月

３０日付けで更新指定を行う予定です。 

参考としまして、１６ページには指定人員基準の事業所情報と、下の方に県の実地指導

の指摘事項を掲載しております。外出レクを行う場合は、年間計画に位置づけて行うこと、

個別機能訓練加算Ⅱの算定に当たって、適切に計画や記録を作成すること等がございまし

た。 

また１７ページ及び１８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ご確

認ください。 

以上です。 

 

（議長） 

最初の２件は指定更新、後の２件は県へ申請済みということで、市が運営状況の確認に

行った案件であります。ご質問ありますでしょうか。 

 

（Ｆ委員） 

９ページの宿直職員の配置について、役員の宿直は毎日ですか。 
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（事務局：鈴木介護保険係長） 

代表と役員の半々でした。 

 

（Ｆ委員） 

基準上、だめとは書かれていないのでいいとは思いますが、通常は介護職員に割り振っ

て自宅当直手当等を払いながら、やるべきものであると思います。小規模特養も開設され

ると聞き及んでいますので、人材確保についてきちんとしたご指導をお願いしたいと思い

ます。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

ご意見、参考にさせていただきます。 

 

（Ｇ委員） 

３件目と４件目ですが、指摘事項の中で、記録の保存について「５年間保存すること。」

とありますが、５年間保存していないということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

実際は、５年間保存されています。５年間の保存となったのが平成２５年だったと思い

ますが、それまでは２年間の保存という規定でした。今回の指摘事項は、運営規程の記録

の保存年限が２年間となったままであったため、５年間保存に記載を改めてもらうという

指摘になります。また、規定が変わった時からは、５年間保存してくださいという意味で

ございます。 

 

（Ｇ委員） 

もう１点、２件目ですが、指摘事項の中で、「宿直職員に対しても研修の機会を確保す

る等」と書いてありますが、研修はしっかり受けていなかったという解釈でよろしかった

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

はい、先ほどもご指摘がありましたが、介護従業者ではなく、法人役員が入られており、

業務としての介護の経験が足りないところが見えましたので、少なくとも必要な研修は受

けさせてくださいという指摘になります。 

 

（Ｇ委員） 

宿直職員は研修を受けなさい等は、法律で定められているものですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

そこまでは、定められていません。 
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（Ｂ委員） 

通所介護の場合は、仮に廃止したとしても他を探せば良いと思いますが、入所施設の場

合は、事業を廃止されてしまうと大変なことになると思います。損益計算書や貸借対照表

を確認し、廃止の危険性がないことを確認する必要があると思いますが、その辺はどうで

しょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

更新申請書を提出してもらう際に、直近の決算書と、向こう３年間の収支見込計画書を

提出していただいています。ただ、私どもは専門家ではないため、決算書を詳しく判断で

きかねるところはありますが、チェックはさせていただいています。 

 

（議長） 

サービス提供体制強化加算の指摘がありますが、されていないということはどうなので

しょうか。チェックしただけで終わりということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

加算については、様々な加算がありますが、今回、指摘させていただいた中で言います

と、９ページの内容で、サービス提供体制強化加算は介護福祉士の割合ですとか、常勤職

員の割合経験年数によって加算を算定できますが、それに加えて従業者ごとに個別の研修

計画を作成することが条件としてあります。介護福祉士の割合が基準に満たない場合は、

介護報酬の返還を求めることになりますが、もう一つの条件である個別研修計画書につい

ては、研修計画を立てられていないわけではなく、より充実を図っていただくという指摘

として留めているところです。 

 

（議長） 

違反ではないということですね。 

 

（Ｂ委員） 

指定更新は６年間ということですが、加算を算定し続けることができるのですか。チェ

ックが必要ではないですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

チェックとしては、実地指導時に行うことになります。指定更新の際には必ず実地指導

を行いますが、３年に１回は実地指導を行う方針です。 

 

（Ｆ委員） 

今までは年に１回、６月に今の従業員の資格と人数と名前等の勤務表を県へ提出してお

りました。それによって、体制を確実なものにしておりました。サービス提供体制強化加

算等の要件は、前年の１年間の体制で介護福祉士が４割以上いる等ですので、その年度ご
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とに加算を切り替えていきませんと異常な請求になってしまいますので、それは各事業者

がきちんとやっております。 

 

（議長） 

法律に関わるところでは、きちんとやっているということですね。 

指定更新の関係は、よろしかったでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

ご了解いただいたということで、議題⑵の①「地域密着型サービス事業所の指定更新に

いて」は、事務局の説明のとおり、よろしくお願いします。 

次に、議題⑵の②「地域密着型サービス事業所の廃止について」と、⑵の③「地域密着

型サービス事業所の他市町村指定に係る同意について」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、介護高齢課の鈴木です。まず廃止についてご報告が４件ありますが、これらすべ

て、さきほどの議題にもあがりました、今年４月から市の所轄とされました、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。 

まず１件目、１９ページをご覧ください。有限会社いぶきが長草町南で運営していまし

た、「デイサービスいぶき」ですが、廃止の届出が平成２８年４月２５日になされ、５月

３１日より廃止となりました。廃止の理由としましては、建物の老朽化ということで、現

にサービスを受けていた方に対する措置としましては、この法人はもう１箇所デイサービ

スを運営しており、そちらの方に移っていただき、４月には移行が完了したとのことでし

た。 

つぎに２件目、２０ページをご覧ください。医療法人高橋医院が美幸町２丁目で運営し

ていました「デイサービスまごころ」ですが、廃止の届出が、平成２８年４月２８日にな

され、５月３１日より廃止となりました。廃止の理由としましては、定員を増やし、愛知

県が所轄となる、通常規模型のデイサービスに戻したいとのことでした。定員が１８名ま

でが地域密着型サービスになりますので、これ以上定員を増やすためには、地域密着型サ

ービスの廃止をし、新たに県から通常のデイサービスの新規指定を受けることが必要にな

ります。これにつきましては、６月１日からの県の指定を受けておりますので、利用者さ

んはそのまま継続利用となります。 

つぎに３件目、２１ページをご覧ください。有限会社光堂が御油町汲ヶ谷で運営してい

ました「デイサービスうらら」ですが、廃止の届出が、平成２８年５月３１日になされ、

６月３０日より廃止となりました。廃止の理由としましては、さきほどと同じく、定員を
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増やし、愛知県が所轄となる、通常規模型のデイサービスに戻したいとのことでした。７

月１日からの県の指定を受けておりますので、利用者さんはそのまま継続利用となります。 

最後に４件目、２２ページをご覧ください。株式会社ドリームスターが本野町北浦で運

営しています「デイサービス星の家」ですが、廃止の届出が、６月３０日になされ、７月

３１日に廃止の予定です。廃止の理由としましては、資格が必要な職種に係る従業員の退

職に伴い、今後の事業の継続性が望めないということから廃止をするとのことでした。 

現にサービスを受けていた方に対する措置としましては、届出時点で全部で１１名の利用

者がいましたが、利用者及び利用者家族へ説明し、担当ケアマネ共同のもと他事業所へ移

る段取りをすすめ、既にすべて移行先が決まったとのことでした。 

廃止は以上になりますが、議題を続けて説明いたします。２３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に係る同意についてです。 

少し制度的に複雑なご説明となってしまうのですが、まず前提として、会議の冒頭で説

明させていただきましたが、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、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なくなり、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月から基本的に、豊川市民しか利用できないこととなりました。 

では今まで豊川の小規模デイサービスを利用していた市外の方はどうなるかと言います

と、法律で経過措置が定められており引き続き利用できるようになっていますが、今回の

議題につきましては少し別の話しでして、要支援認定１・２を受けている方が利用するサ

ービス、介護予防のデイサービスのお話になります。 

通常、デイサービスや他のサービスでも、介護保険の指定を受けるときは、要介護の方

を対象とした介護の指定と、要支援の方を対象とした介護予防の両方の指定を受けます。

例えばさきほどの指定更新の議題、５ページになりますが、「指定を受けているサービス

事業名」の欄に、認知症対応型共同生活介護と、介護予防認知症対応型共同生活介護とあ

るような感じになります。 

そして小規模デイサービスについては、介護の指定はさきほどご説明していますとおり、

地域密着型サービスに移行したのですが、介護予防の指定は、従来の愛知県の指定のまま

という制度になっております。 

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

模デイサービスの、介護予防の部分を利用していたため、４月以降も継続的に利用されて

いましたところ、状態が悪化し、５月に再度の認定を受けたところ、要介護認定となりま

した。 

そうすると、いま利用されている、資料２３ページにある、今回の案件の「デイサービ

スさくら家」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、要

介護状態となったことで、市外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。 

このような場合どのように対応するかと言いますと、豊橋市が、この事業所を指定する

ことによって、豊橋市の方も利用ができるようになるのですが、その前に、豊川市の同意

を受けなければならないと法律で定められております。 



19 

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、他市町村民にとっては、他市町村は住み慣れていない地域になりま

すので、他市町村にある事業所の指定や、それに対する同意は原則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、事業所を移ると、利用者さんが混乱したり不

穏になられたりすることも考えられますし、また、例外として、このような場合は他市の

事業所であっても指定します、他市から指定したいと協議があったときに同意しますとい

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、２３ページ一番下の※印に記載しております、定員に余裕がある場合は同意

しますという基準によりまして、同意を５月３１日に行ったものです。 

ただし、さきほど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。 

以上です。 

 

（議長） 

２つの案件の報告になります。まず、廃止に関わる報告であります。 

それから、議題の③で、複雑な制度になっています。地域密着型サービスは豊川市民し

か基本的に利用できない制度でありますが、例外的な規定により認めるという報告になり

ます。 

 

（Ｆ委員） 

２２ページの株式会社ドリームスターですが、資格職が採用できないという話でしたが、

デイサービスで求められている資格職は看護師と生活相談員になります。生活相談員につ

いて、愛知県は特例的に介護福祉士でも生活相談員になれるわけですが、それ自体がいな

かったということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

それもありますし、総数として従業員が退職してしまって、事業が続けられない状況と

報告を受けています。 

 

（Ｄ委員） 

廃止の４件についてですが、１件目と４件目は廃止のみで良いと思いますが、２件目と

３件目については、地域密着型から通常規模型の通所介護に移行するということなので、

ただ廃止というだけでは良くないのではないかと思います。 

それと、地域密着型から通常規模型に替わることは、報告だけでいいのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 ご意見ありがとうございます。 

２０ページと２１ページの件ですが、通常規模型通所介護事業所の指定は愛知県が行う
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ものになるため、形式上、地域密着型サービス事業ではなくなってしまうことから、廃止

ということで議題にあげさせていただいております。 

次に、報告では良くないのではないかという点ですが、要綱の説明でもお話させていた

だきましたとおり、法律上で関係者の意見を聞かなければならないとされているものにつ

いては、協議とさせていただいておりますが、廃止については、関係者の意見を聞かなけ

ればならないという項目がないため、報告とさせていただいているところです。 

 

（Ｄ委員） 

利用している１６名や１５名の方々はどうなるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

廃止と同時に愛知県が指定しますので、継続して利用できます。同じサービスでも定員

の数の違いで、所管が愛知県になるのか、豊川市になるのかというもので、定員が１８名

を超える場合は、いったん廃止して、新たに指定するという形に、制度が変わってしまっ

たので、このような形でご報告させていただいているところです。 

 

（Ｆ委員） 

平成２８年度の改正で定員１８名以下が、地域密着型デイサービスに移行すると国が決

めたものですから、定員１５人や１０人でやっていたデイサービスは、今まで、すべて県

から指定を受けて運営してきましたが、指定が県から市へ移ってきました。 

例えば「デイサービスうらら」は、定員１５名で今までやってこられましたが、定員１

５名だと、これからは市の指定・監査等を受けなければならなくなるわけですが、それを

定員１９名以上とすれば、県の指定のままでよくなるということでやっているはずです。 

定員１９名以上で県の指定、定員１８名以下で市の指定になりますので、その辺の動き

があるかと思います。 

これは、今回の制度が改正される中で、当然、出てくる動きであると思っていました。

実際には定員２０名であったところが、定員１７名にして地域密着型に移行するというの

も全国的にはあります。 

そういう流れの中で、市のみが関係することで廃止になって、新しい指定については県

のこういった会議の中で、指定が行われていることだろうと思います。 

 

（Ｂ委員） 

地域密着型通所介護の事業所は、いくつありますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

３２事業所が４月１日に地域密着型通所介護事業所に移行しましたが、今日時点では、

２９事業所となっております。 
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（Ｂ委員） 

分かりました。 

 

（Ｃ委員） 

２３ページの豊橋の方の件です。地域密着型は原則、豊川の方が利用できるとのことで、

やむを得ない場合は、認めるということだと思いますが、以前は、様々な地域からの利用

があり、面倒を見るのが豊川市だというのが変わったということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

今までの県指定のデイサービスの場合、豊川市のデイサービスであったとしても、豊橋

市や蒲郡市の方でも利用できました。この場合、かかった費用は、それぞれ豊橋市、蒲郡

市に請求が行きました。 

今回、４月１日から地域密着型通所介護になって、利用が豊川市民の方に限定されたわ

けですが、今回、豊橋市の方が利用できるように同意しましたが、費用は豊橋市が持つこ

とになります。費用の観点から言えば、今までと変わりはありません。 

 

（Ｃ委員） 

認定や資格の場合のみ、こういうかたちになるということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

この事業所を利用することのみとなります。この豊橋市の方の場合は、認定、調査及び

費用負担も豊橋市が行います。 

 

（Ｃ委員） 

いい方に解釈すると、法律が改正されたことにより、その地域の方のみが利用できるよ

うになったということですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

そのように捉えていただいてもいいと思います。 

 

（Ｆ委員） 

この「デイサービスさくら家」というのは、昼間通うだけの施設です。入居する施設で

はありませんので、いわゆるデイサービスです。 

要支援の場合は、豊橋市からでも利用できますが、要支援から要介護になったので、豊

橋市のデイサービスに変わってほしいというのは忍びないため、そのままご利用していた

だきましょうということです。今おっしゃっていた費用負担の異動があるのは、入所施設

の方で住所地特例というのがありますが、特別養護老人ホーム等のことだと思います。 
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（議長） 

丁寧なご説明でしたので、かえって混乱したところがあるかもしれません。 

それでは、話を続けさせていただきたいと思います。 

続きまして、議題⑵の④「平成２８年度豊川市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、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） 

異議なしと認め、本議題は非公開として進めて参ります。 

それでは事務局から説明をお願いします。 

 

次第３ ⑵ 地域密着型サービスについて ④平成２８年度豊川市地域密着型サービ

ス事業所整備事業者の公募について（協議） 

【非公開】 

 

（議長） 

次に「次第４」その他ですが、事務局より連絡事項等はありますか。 

 

（司会） 

次回の、運営協議会の開催についてお伝えさせていただきます。 

第２回運営協議会につきましては、１２月中に開催する予定でおります。いまのところ

詳しい日時については未定となっていますので、また、後日、改めて日程を調整させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

 

（議長） 

長時間ご審議いただきましてありがとうございました。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２８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。 

 

（一同） 

ありがとうございました。 


